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第３章 中圧ランプ等試験方法等 
 
 審査対象紫外線照射装置の能力及び性能等を評価する試験方法及び計算方法は、次の各

号によるものとする。 
 

１ 試験等に用いる紫外線照射槽の条件 

 紫外線を遮光する部品をオプションで付設することのある紫外線照射槽は、その全てを

取り付けた状態で試験すること。 

[解説] １ 

照射槽内に遮光物があると、照射量や槽内流れに影響を与える。従って、オプション部

品がある場合について考慮する必要がある。手動又は定期的に稼動する洗浄機能を有する

装置を用いて試験する場合は、洗浄待機状態で試験する。 
 

２ ランプの紫外線強度試験 

 紫外線照射槽に配備する紫外線ランプの紫外線強度に関する試験について示す。使用す

るランプの紫外線領域の分光分布を示すこと。ここで得られた結果は、以下で引用する。 
「本章 ３ 紫外線照射量試験」 
「本章 ４．CFD-I 解析モデルによるシミュレーション」 
「本章 ５ クリプトスポリジウム REDCFD 認定審査」 
なお、分光分布及び紫外線強度維持率曲線も併せて提出する。 
 

２．１ 紫外線強度計 

 紫外線強度測定に用いられる紫外線強度計は、次のとおりとする。 

１） NIST（National Institute of Standards and Technology，米国標準技術局）、（独）産業技術 

総合研究所又はそれに準ずる国家標準をもとに値付けされた強度計を用いる。 

２） 斜入射角特性が良好なものを用いること。 

３） 紫外線強度計の分光感度が、主に 200 nm～300 nm にあること。 

 

[解説] ２．１   

紫外線強度計は JIS 規格がないため、トレーサビリティ体系が確認できる強度計を用い

る必要がある。また、強度計の測定値と指示値との直線性は定格レンジの 2～5%程度以上

の部分で保たれているため、安全性を考慮し定格レンジの 10%以上で測定することが望ま

しい。 

紫外線強度計の分光感度が主に 200～300 nm にあることとした理由は、微生物の不活化

効果がこの波長範囲に感度があるためである。なお、微生物の不活化感度については、JIS 

Z 8811：殺菌紫外線の測定方法の“図１紫外線の波長別殺菌効果”が参考となる。 

 

２．２ 試験装置と方法 

ランプの紫外線強度を測定する方法は以下による。 

① 試験に使用する設備は、表 3-2-1 による。 
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② 試験を行うランプ及び紫外線測定器を図 3-2-1 のように暗室内に設置する。 

③ ランプ中心から中心軸直角方向に紫外線強度計を設置する。この場合、ランプと紫外 

線強度計の距離は、原則としてランプ発光長の 2 倍以上とする。 

④ 電源電圧を一定にしてランプを点灯する。このとき、ランプは必要に応じて冷却する。 

ランプの光出力が十分に安定した後、紫外線測定器により紫外線強度を測定する。 

 

表 3-2-1 紫外線強度測定装置の主な仕様 

機 器 仕   様 

紫外線測定器 「本章 ２．１」に準拠した紫外線強度計。 

定電圧装置 電源電圧を一定に保持することができること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-1 紫外線強度の測定 

 

[解説]  ２．２  

 中圧水銀ランプは熱放射が大きいため、紫外線測定器がその取扱説明書等に記載されて

いる使用温度範囲を超えないように充分な測定距離をとる必要がある。また、中圧水銀ラ

ンプは、周囲温度による影響が少ないため、温度の規定は設けないこととした。 

紫外線強度計による測定値は、測定誤差を考慮し最低 100 μW/cm2程度が望ましい。 

 

２．３ 測定結果 

 紫外線強度の測定結果は、「表 3-2-2 紫外線強度測定結果報告書」に記載する。 

［解説］２．３ 

測定結果の記載方法は次のとおりである。 

紫外線測定器 

r l 

l ：ランプ発光長[m] 

r ：測定距離[m]     

  r ≧ 2l 

＜暗室＞ 
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１） 測定系  

 測定系は紫外線強度計の機種名，校正原器（トレーサビリティのとれている機関が認証

したもの），校正日を記入する。校正原器は NIST（National Institute of Standards and Technology，

米国標準技術局）、（独）産業技術総合研究所及びその他から選択し、その他を選択した場

合には（）内に用いた校正原器を記入する。 

２） 測定条件 

 ランプ電圧または電源電圧は定電圧装置等を用いて一定とする。 

なお、測定を行う際にランプフィラメント部分の強度は他の場所より高い可能性がある

ため、ランプの中心で測定を行うこととする。 

３） 紫外線強度測定結果 

測定値及び設計値を記入し、合否を判定する。 

 

表 3-2-2 紫外線強度測定結果報告書 

測 

定 

系 

紫外線強度計 

機種名 

  

  

校正原器  NIST 産総研  その他（     ） 

校正日     年   月   日 

測 

定 

条 

件 

ランプ形式   

安定器形式   

測定距離 mm 

紫外線強度測定結果 

測定値 mW/cm2 

設計値 mW/cm2 以上 

判定 合 ・ 否 
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３ 紫外線照射量試験 

 紫外線照射量試験では、供試微生物の紫外線耐性の測定と紫外線照射装置の RED 実測を

求める試験を行う。RED 実測 を求める方法は次の２つの試験項目からなる。 

１） 供試微生物の紫外線耐性測定試験 

２） 紫外線照射装置の通水試験  

 両者とも様々な試験方法があるが、代表的な例を以下に示す。 

[解説] ３  

紫外線照射量試験とは、あらかじめ供試微生物の紫外線耐性を測定し、紫外線照射装置

に同一供試微生物を供することによって、その生残率から紫外線照射装置の与えた照射量

を求める方法である。つまり、供試微生物を生物線量計として利用する方法である。 

なお、供試微生物の紫外線耐性は、同じ微生物株であっても培養条件や保存状態あるい

は継代されること等によって大きく変化する場合があるので、上記１）及び２）の試験は

同一ロットで行うことを最低限の条件として、試験日時は正確に記録すること。 
 

３．１ 供試微生物の紫外線耐性測定試験 

１）供試微生物の選定 

 供試微生物は、病原性がなく安全で第三者機関が追試可能な微生物の中から選択する。

代表的なものとしては、枯草菌（Bacillus subtilis）や MS2 等のファージがある。 

２）供試液の調製方法 

以下に、枯草菌（Bacillus subtilis ATCC6633）芽胞を例に調整方法を示す。ファージに

ついては、「第２章 ３．１」を参照すること。 

供試菌の培養は JISK3800GMP 微生物試験法等に準拠し、枯草菌芽胞原液の濃度は 108

～109個/mL とする。この芽胞原液を滅菌生理食塩水に添加し、紫外線照射後の芽胞数が

定量可能な濃度となるよう調製したものを供試菌液とし、試験開始までは 4 ℃で保存す

る。また、供試菌液の紫外線透過率は原則として 90％以上となるよう調製する。 

３）紫外線の照射方法 

 紫外線の照射方法には時計皿法（図 2-3-1）とコリメート法（図 2-3-2）があり、いずれ

の方法でもよい。 

４）生残微生物数の測定方法 

 紫外線照射前後の生残微生物数は、上水試験方法解説編Ⅴ微生物試験に準じる。 

５）生残率曲線（不活性化曲線）の求め方 

 生残率を下記式から算出し、紫外線照射量との関係から生残率曲線を求める。 
 

生残率 S＝N/N0 

N ：紫外線照射後の生残微生物数 

N0：紫外線未照射の供試菌液の微生物数 

 

紫外線照射量は、供試菌液面の紫外線強度と紫外線照射時間の積により算出すること



 60 / 157 
 

とし、紫外線強度の測定については「第２章 ２ ランプの紫外線強度試験」に準じる。 

 生残率曲線は、生残率 S を片対数紙上に紫外線照射量に対してプロットし、その近似

曲線を描くことによって求めることができる。 

 [解説] ３．１ 

１）供試微生物の選定 

病原性のない安全な微生物とは、少なくとも WHO のバイオセーフティレベル L-1 の

微生物であり、第三者機関が追試可能な微生物とは微生物株が明確（例えば ATCC、NBRC、

IAM）であり入手が容易であるものをいう。ただし、高い再現性のある微生物でなけれ

ばならない。 

供試微生物の調製、培養方法は、その微生物に適した方法、例えば JIS、上水試験方法

あるいは文献等に記載されている方法に準拠する。なお、培地や培養条件等によって微

生物の紫外線感受性が変化する場合もあるので、感受性試験と通水試験とは、常に同一

（同じ製造元）の培地を使用する。 

クリプトスポリジウムと供試微生物では波長感受性が異なるため、表 3-3-1 に示され

ている不活化効果比が 0.9 から 1.1 の範囲となる微生物を用いることが望ましい。 

 

表 3-3-1 中圧紫外線ランプでのクリプトスポリジウムに対する不活化効果比 

（参考文献２）より抜粋 

微生物種 中圧紫外線ランプでのクリプトスポリジウム

に対する不活化効果比 

Cryptosporidium oocysts 1.00 

Vaccinia 0.98 

B.subtilis spores 0.99 

VSV 0.99 

MS2, R-17, fr, 7-S 1.04 

T2 1.07 

EMC 1.07 

ψx-174 1.16 

Polyoma 1.18 

Herpes simplex 1.26 

Reovirus-3 1.32 

 

２）供試微生物液の調製方法 

枯草菌芽胞の培養方法の一例として、FDA（米国食品医薬局）に記載されている方法

を示す。 

  ⅰ）斜面培地に生育させたコロニーを生理食塩水に懸濁後、AKAgar（BBL）培地に塗

抹する。 
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  ⅱ）35 ± 2 ℃で 5 日間培養する。 

  ⅲ）平板培地（AKAgar）からコロニーを集め滅菌生理食塩水に懸濁させる。 

  ⅳ）5000 rpm 15 分遠心分離による洗浄を行う。 

  ⅴ）洗浄後、滅菌生理食塩水を加えて 70 ℃、30 分間熱処理を行い芽胞懸濁原液とす

る。 

本試験では、得られた芽胞原液をさらに滅菌生理食塩水に添加し、紫外線照射後の芽

胞菌数が定量可能な濃度となるよう芽胞菌数を調製したものを供試微生物液とする。 

なお、調製方法において洗浄が十分でない場合は供試微生物液の紫外線透過率が低下

する場合があるので留意する。供試微生物液の紫外線透過率が 90％程度あれば以下に示

す時計皿法ではその影響を受けないことが確認されているが、著しく低くなる場合は、

影響の程度を確認し必要な場合は補正する。 

３）紫外線の照射方法 

時計皿法（図 2-3-1）とは、供試微生物液を時計皿に入れ、その上面に配置した紫外線

ランプの全発光長から紫外線を受ける方法である。ランプから時計皿までの距離はラン

プ発光長の 1/10 以上が適当である。時計皿にはペトリ皿のような縁部の立上りがないた

めに、微生物液面に紫外線を受けることが可能である。また、時計皿内の供試微生物液

の液相厚（深度）も φ100 時計皿に 5 ml を入れた場合では 5 mm 程度となり、紫外線透

過率の影響を受けにくい利点がある。ただし、供試微生物液面の紫外線強度の測定には

角度特性を有する紫外線強度計では誤差を生じやすいので、化学光量計で測定すること

が望ましい。 

コリメート法（図 2-3-2）とは、供試微生物液をペトリ皿、又は時計皿に入れ、その上

面に配置した紫外線ランプからコリメートチューブ内を通過した紫外線のみを受ける方

法である。コリメートチューブ内は紫外線の反射がないように配慮する必要がある。ま

た、平行光が得られるようにコリメートチューブの長さを配慮１）し、その内径よりペト

リ皿の内径の方が小さくなるように配慮する。微生物液面は紫外線ランプからのほぼ平

行光を受けているので、ペトリ皿縁部による遮光の影響もなく、角度特性を有する紫外

線強度計での測定精度も高まる利点を有している。ペトリ皿内の供試微生物液の液相が

厚くなる場合は、スターラーで攪拌することで対応する。 

いずれにしても、供試微生物液面の紫外線強度を正確に測定すれば、求める供試微生

物の紫外線感受性結果は同じである。供試微生物液面内には紫外線強度分布がある。ゆ

えに、供試微生物液面の紫外線強度を正確に測定する場合、化学光量計を用いれば供試

微生物液面の紫外線強度分布を加味した結果が得られ、紫外線強度計を用いる場合は安

全を考慮して供試微生物液面内での最小値を選ぶことが適当である。時計皿法が化学光

量計での測定に向いている方法であるのに対し、コリメート法は紫外線強度計にも対応

可能な方法といえる。 

なお、化学光量計での測定は文献 2）等に従い、紫外線強度計での測定は、「第２章 ２ 

ランプの紫外線強度試験」に準じる。 
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４）生残微生物数の測定方法 

「上水試験方法 解説編 Ⅴ 微生物試験」に準じ、標準寒天培地を用いた混釈法に

より発育したコロニー数を測定する。測定は、同一サンプルにつき少なくとも n=2 以上

としその平均値を生残微生物数とする。 

５）生残率曲線（不活性化曲線）の求め方 

一般的に、微生物の生残率曲線は片対数紙上で直線で示されるが、紫外線消毒の場合

は低照射量域において殺菌速度が遅い誘導期（致死遅滞相ともいう。）を有する場合も多

いので留意する。 

生残率のプロットから近似曲線を描く方法は特に定められたものはないが、１ヒット

性多重標的モデル２）に従って定式化すると非常に良く近似することが知られている。い

ずれにしても RED 実測 を求める際にきわめて重要なデータとなるので正確に近似するこ

とが重要である。 

また、誘導期を有する生残率曲線の場合、誘導期の近似が難しいために RED 実測 を求

める際には、誘導期ではなく一次反応領域で求める。 

 

参考文献 

１）Blatchley, E.R. (1997), Numerical modeling of UV intensity: Application to collimated-beam 

reactors and continuous-flow system, Water Research, 31, pp.2205-2218 

２）T.Sugawara, M.Yoneya and H.Ohashi (1986), J. Chem. Eng.,14, 406 

 

３．２ 紫外線照射装置の通水試験 

１）試験装置 

 試験装置のフローシートの一例を図 3-3-3 に示す。 

 本試験においては、通水量の把握がきわめて重要な要因となるのでバルブ１と流量計

の配置等に留意し、事前に流量計の精度を十分に確認する。 

 また、紫外線照射装置の運転状態を把握するために装置の電気特性（入力電圧、ラン

プ電力等）及び紫外線モニタの指示値（紫外線出力）等を常時記録できるようにする。 

 

           図 2-3-1 時計皿法                        図 2-3-2 コリメート法 
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２）供試水の調製方法 

① 供試水は波長 253.7 nm 光の液厚さ 1 cm あたりの透過率が 95％以上の水道水、イオ

ン交換水等を使用する。供試水を供試微生物液槽に貯める。 

② 供試微生物液槽に次亜塩素酸ナトリウム溶液を添加し、遊離残留塩素濃度が少なく

とも 1mg/L 以上となるように調製する。 

③ 紫外線照射装置のランプを点灯させ運転状態にした後、バルブ１、バルブ４を開とし、

バルブ２、バルブ３を閉にしてポンプを稼動することによって供試水を循環する。循

環時間は、系内（配管内等）の殺菌とランプ出力を十分に安定させるために少なくと

も 30 分以上とする。この時点から紫外線照射装置の電気特性、紫外線出力等の測定

を開始する。以降、紫外線照射装置は試験終了時まで運転状態を維持する。 

④ サンプリングバルブ（S.P１及び S.P2）のバルブ口部を 75％エタノールでよく拭き、

その後開いてブローさせる。ブロー時間は、サンプリングバルブ内の殺菌、洗浄のた

めで少なくとも 10 分以上とする。 

⑤ ③，④の操作後、ポンプを停止し、供試微生物液槽にチオ硫酸ナトリウム剤を添加

して塩素を中和する。 

⑥ 塩素中和後の供試水を再度循環（バルブ１、バルブ４を開、バルブ２、バルブ３を

閉）させ、サンプリングバルブから採水して残留塩素が検出されないことを確認す

る。 

⑦ 供試水は、紫外線透過率を低下させるため、フミン酸標準試薬を適宜投入し所定の

濃度となるよう調製する。この濃度調整用希釈水に水道水を使用した場合は、チオ

硫酸ナトリウムで塩素を中和する。 
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図 3-3-3 通水試験装置図 

 

３）供試微生物液の調製 

 ① 供試微生物液槽に３．１ ２）で調製した枯草菌芽胞原液を添加する。供試微生

物液の濃度は、紫外線照射槽通過後において、定量可能な濃度になるよう調製する。 

② バルブ３を開とし、バルブ１とバルブ２、バルブ４を閉にしてポンプを稼動させ

て供試微生物液が循環することによって供試微生物液槽内を攪拌する。この操作は、

供試微生物液槽内の菌濃度の均一化が目的であり、少なくとも５分以上とする。 

③ ポンプを停止し、供試微生物液の紫外線透過率が 95％であることを確認し、水温

を測定する。 

４）通水試験 

① バルブ１とバルブ２を開とし、バルブ３とバルブ４を閉にしてポンプを稼動させ

て、試験条件の最も低い水量から通水を開始する。通水量は、少なくとも紫外線照

射装置の設計値を含む前後３条件とする。 

② 通水量を設定後、サンプリングバルブ S.P１から採水する。事前にバルブを開にし

十分ブローした後に少なくとも２検体以上の採水を行う。本検体がその試験におけ

る初期微生物数（紫外線照射装置入口側の微生物数）となる。サンプリングバルブ

１が設けられない場合は、供試微生物液槽内の微生物数又は４）⑤の操作で得られ

る微生物数を初期微生物数としてもよい。 

③ 次に、紫外線照射槽内の水が十分入れ替わる時間を考慮して、サンプリングバル

バルブ４ 

バルブ３ 

S.P １ 

S.P ２ 

（可変）ポンプ 

流量計 

供試微生物液槽 

供試微生物 

電気特性 
ランプ出力等 

流量 

排液槽 

バルブ 1 
 

バルブ２ 

水温・紫外線透過率 

供試水 
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ブ S.P２から採水を始める。採水するまでの時間は、流量設定後少なくとも予想され

る平均滞留時間の３倍以上とする。なお、採水方法及び検体数に関しては、２）②

と同様に実施する。 

④ 採水後、ポンプ回転数及びバルブ１を操作し通水量の条件を変えて４）③を繰り

返す。 

⑤ 全条件での採水終了後、ポンプは稼動させたままランプを消灯する。４）③に準

じてサンプリングバルブ S.P２から採水する。本検体は試験終了時の供試微生物液の

微生物濃度となる。４）②が実施できない場合には必須の工程であり、また、４）

②を実施した場合においてもクロスチェック用として有用である。 

⑥ 試験終了後、２）③と同様な操作を実施し、供試微生物液槽及び配管内に残留す

る供試微生物を紫外線照射装置で死滅させた後、排水する。 

５）採取サンプル水の微生物数測定 

① 上記４）②～⑤において採水したサンプル中の供試微生物数の測定は、第２章 ３．

１ ４）に準じて行う。 

② 紫外線照射装置の各通水量での生残率は、下式から算出する。 

 

    生残率 S ＝N / N0 

N ：紫外線照射後の生残微生物数 

N0：紫外線未照射の供試微生物液の微生物数 

 

６）紫外線照射装置の RED 算出 

 上記５）②で得られた生残率Ｓが、第２章 ３．１ ５）で得られている生残率曲線に一

致している点を求め、その点のＸ軸の読み値から RED 実測を得る。 

７）提出資料 

 以下の資料を添付する。 

① 試験日時 

② 試験場所 

 ③ 試験者 

④ 試験条件 

ａ．供試微生物の生残率曲線（第２章 ３．１の結果） 

ｂ．供試微生物液の水質（水温、紫外線透過率） 

ｃ．供試微生物液の初期微生物数 

ｄ．通水量 

⑤ 試験結果 

 ａ．紫外線照射装置の特性（電気特性、紫外線モニター出力等） 

 ｂ．各通水量での生残微生物数（同一水量で n = 2 以上、同一検体で m = 2 以上） 

 ｃ．各通水量での生残率（上記データの平均値から算出） 
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[解説]３．２  

１）試験装置  

供試微生物液は、紫外線照射装置の設計通水量の少なくとも前後３つの流量が十分に

試験できる量を用意する。流量を設定する間及び流量設定後においても、微生物濃度安

定化のために通水することを考慮しなければならない。 

また、通水量の設定は、バルブ操作のみでも可能であるが、ポンプをインバータ等で

制御可能なシステムにしておくと速やかに正確に実施することができる。 

図 2-3-4 の中でバルブ３のラインは、試験開始前に供試微生物液槽内の供試微生物を

攪拌する目的で、また、バルブ４のラインは、試験開始前に配管内を殺菌洗浄する目的

のために設けられているが、別の手段を用いても構わない。さらにサンプリングバルブ

S.P１は、紫外線照射装置入口側での供試微生物数を測定するために設けられているが、

供試微生物液槽で採水することや、紫外線照射装置の紫外線ランプを消灯状態にしてサ

ンプリングバルブ S.P２から採水することも可能である。 

２）供試水の調製方法の⑦ 

標準試薬として富士フィルム和光純薬、ナカライ、シグマ・アルドリッチのフミン酸

を使用する。フミン酸原液は、1 M NaOH 溶液 50 mL にフミン酸粉末 200 mg を溶解

した後、5 M HCl で中和し、口径 0.45μm のポリテトラフルオロエチレン膜（DISMIC-

25HP、Advantec）でろ過し、使用するまで 4℃の暗所に保存する。この原液を約 470

倍希釈すると波長 253.7 nm、液厚さ 1 cm の透過率が 95%になる。 

 この希釈液の 200～300 nm の波長範囲での透過率[1/cm]は下表の値となる。 

 

表 フミン酸溶解希釈液の透過率 

（波長 253.7 nm、液厚さ 1 cm での透過率を 95%にした場合） 

nm % nm % nm % nm % nm % nm % 

200 84.9 220 94.3 240 94.8 255 95.0 275 95.5 295 96.3 

205 92.5 225 94.4 245 94.9 260 95.1 280 95.7 300 96.5 

210 93.8 230 94.6 250 94.9 265 95.2 285 95.9 
  

215 94.1 235 94.7 254 95.0 270 95.3 290 96.1 
  

 

 フミン酸溶液は長時間の紫外線照射によって透過率が変化する可能性があるので、循

環による混合の際は光源が点灯中の照射槽を通過しないようにバルブ操作すること。 

濃度調整後の水の透過率は、波長 253.7 nm で概ね 95%とする。ただし、本章 ３．３ 

解説⑤ （２） i）低透過率の供試微生物液を用いる方法では同波長で概ね 75%とする。 

３）供試微生物液の調製の① 

使用する供試微生物液は、本章 ３．１で使用したものを用い、感受性が変わらない

間に試験することが望ましい。 

本章 ３．１ ２）で培養した原液を保存使用する場合は、再度、本章 ３．１の試験
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を実施して生残率曲線を求める必要がある。 

３）供試微生物液の調製の③ 

水温による影響を検討する場合は、ポンプとバルブ３の間にチラー等を設置して目的

の水温に調整する。 

４）通水試験の① 

紫外線照射装置に試験条件の最低水量から通水を開始するのは、サンプリングバルブ

S.P２及び紫外線照射装置出口側配管内の供試微生物による汚染リスクを最小限にするた

めである。通水量が大きいほど装置出口側での生残微生物数が多くなるため配管内面等

への汚染（付着）が高まるおそれがあり、サンプリングバルブ S.P２からの採水にも影響

を及ぼすことがあるので留意する。 

審査基準に記載の“通水量は、少なくとも紫外線照射装置の設計値を含む前後３条件と

する。 

設計値（基準処理水量）での通水試験は、その設計値（基準処理水量）での試験を原則

とするが、試験条件を考慮し設計値（基準処理水量）の＋１０％以内とする。また、設計

値前後の水量条件は、設計値（基準処理水量）に対し概ね±３０％を目安とする。 

また、通水試験の水量条件は、設計値を含む３点以上となっているので、４～５点程

度測定しておくことが望ましい。 

４）通水試験の⑥ 

試験終了後の通水量（循環水量）は、紫外線照射装置の消毒効果を最大限利用するた

めになるべく低水量で行い、かつ、時間は供試微生物液槽内の供試微生物液が十分（複数

回）循環するまでとする。必要に応じて薬剤（殺菌剤）等添加してもよいが、その場合、

排水時には中和の必要性等について配慮する。 

６）紫外線照射装置の RED 算出 

本試験５）②で得られた生残率Ｓと本章 ３．１ ５）で得られている生残率曲線に一

致している点が生残率曲線の誘導期にある場合は、精度が低いので採用しない。 

 

参考文献 

1) K.G.Linden, G.Shin and M.D.Sobsey(2000) Comparison of Monochromatic and Polychromatic 

UV Light for Disinfection Efficacy, Proceedings of 2000 AWWA Water Quality Technology  

2) Rauth, A.M.(1965)  the physical state of viral nucleic acid and the sensitivity of viruses to 

ultraviolet light, Biophysical Journal, 5, pp.257-273 

 

３．３ 補正係数 f 

 照射槽内紫外線強度について、以下の補正係数を用いて通水試験時の RED 実測を設計条

件での値に補正する。その補正係数 f は、以下の①から④までの積（f＝fJ×fL×fＤ×fH）から求

める。f は、第１章 ４．１．１で示された補正後の RED を求めるために使用する。 

① ランプから発せられる波長 240 nm 以上の紫外線強度維持率 fLもしくは fLλ 
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② ランプスリーブ紫外線透過維持率 fD（第２章 ５．１ ４）参照） 

③ 試験に使用したランプの紫外線強度：I 実測とそのランプの紫外線強度設計値：I 設計の

比：fJ（＝I 設計／I 実測） 

④ 紫外線照射槽内反射関与率 fH：RED 実測値に対する反射光の影響が最小となる条件で

の同一供試微生物 RED の比。 

[解説]３．３ 

① 試験に使用したランプの紫外線強度：I 実測とそのランプの紫外線強度設計値：I 設計の比

（I 設計／I 実測）fJ 紫外線強度設計値は表 2-2-2 または表 2-2-3 で示した値を用いる。 

② ランプの紫外線強度維持率 fL ランプから放射される紫外線強度は積算された点灯時

間とともに減衰する。 

③ ランプスリーブ紫外線透過維持率 fD 被処理水に接液しているランプスリーブが被処

理水による汚染の影響を受けることを考慮する。 

④ 照射槽紫外線反射関与率 fH 照射槽内においては紫外線ランプからの直接光の他に、

照射槽壁面等からの反射光もまた、微生物への不活化効果に関与している。その反射

光による微生物不活化効果は、処理水による槽内汚染や槽の劣化などによって徐々に

低下する。この補正により、通水試験での反射光による影響を、反射光による微生物

不活化効果が最小となる条件に置き換えている。fHの具体的な値を以下に示す。 

（１）CFD-I を用いない場合 

 槽内汚染や槽の劣化などで紫外線反射が寿命末期になった状態の紫外線照射槽を用

いることで、fH=1 とする。 

 

（２）CFD-I に反射光の計算が含まれていない場合 

 i）低透過率の供試微生物液を用いる方法 

 供試微生物液の波長 253.7 nm の透過率を 75％以下に調整して得られた RED 実測低透

過率と、この条件で計算された REDCFDが、 

RED 実測低透過率≧REDCFD 

であることが確かめられれば、𝑓 = 1とする。 

 ii）低反射率の照射槽を用いる方法 

 照射槽内壁に鉄スケールを付着させたり、紫外線カットフィルムを装着させたりして、照

射槽から反射光が放射されない照射槽を用いて通水試験を行い、得られた RED 実測低反射

と REDCFDが、 

RED 実測低反射≧REDCFD 

であることが確かめられれば、𝑓 = 1とする。 

 紫外線光源と反射光を放射する可能性のある照射槽内壁が極近傍に位置する場合は、

i）は不適であるので、ii）を選ぶ。 

 

（３）CFD-I に反射光の計算が含まれている場合 
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RED 実測反射初期≧REDCFD 反射初期 かつ、RED 実測反射寿命≧REDCFD 反射寿命 

が成り立つことを条件に、 

𝑓 =
𝑅𝐸𝐷 反射寿命

𝑅𝐸𝐷 反射初期

 

𝑅𝐸𝐷 反射寿命とは、反射光の影響が最小となる設計条件での RED を CFD-I で計算した

値である。𝑅𝐸𝐷 反射初期値とは、通水試験における反射の条件で CFD-I の計算をした値

である。  
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３．４ 必要書類 

 表 3-3-2、表 3-3-3、表 2-3-4 を審査判定資料として提出する。 

 

表 3-3-2 認定審査判定資料 

分

類 
項目 書類名 留意事項 

生 

物 

線 

量 

試 

験 

説 

明 

書 
 

試験 
装置 

装置系統図  
紫外線照射槽図面  
紫外線照射条件記載表  

試 
験 
条 
件 

供試生物名  
照射量 .vs. log 不活化率関係図  

水質条件 
紫外線透過率  
生物数（個/ml）  

流量条件 試験流量（m3/h） 設計流量 

計算

条件 

試験に使用したランプの紫外線強度：I 実測 

各パラメータ

算出データを

示す事 

ランプの紫外線強度維持率 

ランプスリーブ紫外線透過維持率 
照射槽内紫外線反射関与率 
その他 

手順説明書 
試験方案 

試験要領を詳

細に示す書類 
サンプリング法 
評価法 

試験 
結果 

試験条件 vs. RED 実測関係図 
・流量 
・透過率 

 

表 3-3-3 補正後の RED、補正後の生残率に使用する各因子の記入例 

因子 試験条件 

① 

設計（申請）条件 

② 

②÷① 

ランプの紫外線強度 1.3 mW/cm² 1.1 mW/cm² 0.85 

ランプスリーブの紫外線透過維持率 100% 95% 0.95 

紫外線強度維持率 100% 70% 0.70 

照射槽紫外線反射関与率 100% 70% 0.70 

補正係数：f 0.85×0.95×0.70×0.70＝0.40 

 

表 2-3-4 適合判定 

RED 実測値  

補正係数  

補正後の RED  

判定基準 12 mJ/cm²以上 

判定結果  
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４．CFD-I 解析モデルによるシミュレーション 

図 1-4-1 のⅢで CFD-I を使用するには、CFD の審査と CFD-I の審査にて解析結果が合格

判定されなければならない。 

４．１ CFD ソフト審査 

「第２章 ４．１ CFD ソフト審査」と同様とする。 

４．２ CFD -I の審査 

「第２章 ４．２ CFD-I の審査」と同様とする。 

４．２．１ 紫外線強度の計算方法 

 ここでは、透明光モデルでの計算方法を紹介する。 

１） 波長ごとの紫外線強度算出方法 

 中圧水銀ランプは連続した分光分布を有するため、波長範囲を決めてその範囲の代表

波長ごとに紫外線強度を値付けることとする。ここでは 200 から 300nm の波長範囲にお

ける紫外線強度計算例を表 3-4-1 に示す。 

 ランプの分光分布は「本章 ２ ランプの紫外線強度試験」において提出する分光分

布の値の相対比率（A）を、紫外線強度計の分光感度「本章 ２．１紫外線強度計」にお

いて提出する分光感度を波長 255 nm を 1.00 としたときの相対比率（B）を記入する。 

 次に、A×B により紫外線強度比率 C を求め、その積算値 CTを算出する。紫外線強度計

での実測値 D を記入し、D／CT値と各代表波長の分光分布相対値 A との積、すなわち、

D／CT×A によって、各代表波長の紫外線強度 E を計算できる。 

 

表 3-4-1 波長ごとの紫外線強度算出方法 

 

A B C D E
代表波長 ランプの

分光分布
紫外線強度計
の分光感度

A×B
紫外線強度

比率

紫外線強度
実測値

紫外線強度

λ k I i I λ

nm - - - mW/cm2 mW/cm2

205 200 - 210 0.02 0.000 0.000 - 1.43
215 210 - 220 0.07 0.000 0.000 - 5.02
225 220 - 230 0.09 0.000 0.000 - 6.45
235 230 - 240 0.07 0.013 0.001 - 5.02
245 240 - 250 0.09 0.400 0.036 - 6.45
255 250 - 260 0.20 1.000 0.200 - 14.34
265 260 - 270 0.17 0.240 0.041 - 12.19
275 270 - 280 0.10 0.013 0.001 - 7.17
285 280 - 290 0.06 0.000 0.000 - 4.30
295 290 - 300 0.13 0.000 0.000 - 9.32

積算値 200 - 300 1.00 0.279 20.00 71.68

波長域

nm
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２） 任意の位置における紫外線強度の算出 

 図 3-4-1 に示すように、発光点 X から発せら

れる任意の方向への紫外線強度を I0 とする。発

光長ｌのランプから受光点 P への放射について

発光点 X を発光長の範囲で積分する。積分式を

（１）式に示す。 

  

 

 

 

  

 

ここで、kλ [mW/cm]は波長 λ における光源の定数であり、紫外線強度計の斜入射角特性を

x の関数 f(x)で示す。ただし、紫外線強度を r≧2l で実測しているので、f(x)は 1 に近似でき

る。 

 例えば、表 3-4-1 に示した紫外線強度計にて管理する中圧水銀ランプの紫外線強度の実

測値が 20 mW/cm2の場合、波長 255 nm では（1）式の Iλに 14.34 mW/cm2を代入し l、r、z

にそのときの測定位置を代入して定数 kλを求める。紫外線強度の設計値を用いる場合は表

3-4-9 のカラム（E）を再計算して同様に kλを求める。 

 kλが求まれば(3)式で 1 cm 当りの各波長の透過度 T [－]における装置内の任意の位置での

紫外線照度 Iλ’ を算出する。このとき、線分 PX には cm 単位を使用すること。 

𝐼 = 𝑘
1

𝑃𝑋
𝑇{ ( )⁄ } d𝑥     (3) 

ここで、q はランプスリーブの外側の半径ある。また、𝑘 は後述する表 3-4-6 で求める

値である。Iλ’は、CFD-I を行う際に照射槽内の紫外線強度分布を与えるものであり、それ

に CFD の計算から求められる粒子の通過時間を乗じ積算することで紫外線照射量が求め

られることになる。 

 

３）照射槽内部の遮光物の影響 

 照射槽内部には遮光物として、ランプスリーブと平行して設置されている支持棒や、ラ

ンプ本数が複数の場合における自身以外のランプスリーブなどがある。 

 

[解説]  

４．２．１ １） 波長ごとの紫外線強度算出方法 

ここでは波長 10 nm ごとに区切っているが、必ずしもこの間隔である必要はない。重要

なことは CFD シミュレーションにより求める RED が流水試験の結果を表現できることで

l 

I0 

I0 

P 
 

 X 
 

r 

x z -  x 

z 

図 3-4-1 発光モデルの変数を示すため 

のディメンション 

 

(2)                  )(

(1)                    d 
 

 

22

2

 

0 
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x
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kI

PX

l

PX



 
 



 73 / 157 
 

ある。 

 均一系光反応器内の光強度分布については既往の研究でまとめられている１）。その中で、

棒状光源を線光源として扱い、 

・線光源の 1 点から発せられる光が光源軸に対して直角にのみ発光されるとする半径光

モデル（紫外線強度は距離に反比例する） 

・その 1点から発せられる光がすべての方向に均一に発光されるとする透明光モデル（そ

の 1 点から発せられる光は距離の 2 乗に反比例する） 

・その 1 点から発せられる光が光源軸に直角と成す角度 θ に対して cosθ 分だけ減少して

発光されるとする拡散光モデル（その 1 点から発せられる光は光源軸に直角と成す角

度 θ に対して cosθ 分だけ減少し、かつ、距離の 2 乗に反比例する） 

という 3 つの発光モデルがあり、この中で特に中圧水銀ランプとしては透明光モデル２）、拡

散光モデル３）が一致すると紹介されている。半径光モデルを使用する場合は、文献を引用

するか若しくはいずれの位置においても透明光モデルでの計算結果以下になることを示せ

ればよい。 

【計算実施例】 

１．波長ごとの紫外線強度算出方法 

 紫外線強度の設計値が 16 mW/cm2の場合、「本章 ４．２．１ １）」波長ごとの紫外線

強度算出方法」の手順にしたがって各代表波長の紫外線強度の設計値が求まる。 

 

表 3-4-2 中圧紫外線ランプの紫外線強度の波長ごとの設計値算出方法 

 
代表波長 

 
波長域 

A 
ランプの 
分光分布 

 

B 
紫外線強度

計 
の分光感度 

C（A×B） 
紫外線強度 

比率 

D 
紫外線強

度 
設計値 

E 
紫外線強

度 

λ  kIi    Iλ 
nm nm － － － mW/cm2 mW/cm2 
205 200－210 0.02 0.000 0.000 － 1.15 
215 200－220 0.07 0.000 0.000 － 4.01 
225 220－230 0.09 0.000 0.000 － 5.16 
235 230－240 0.07 0.013 0.001 － 4.01 
245 240－250 0.09 0.400 0.036 － 5.16 
255 250－260 0.20 1.000 0.200 － 11.47 
265 260－270 0.17 0.240 0.041 － 9.75 
275 270－280 0.10 0.013 0.001 － 5.73 
285 280－290 0.06 0.000 0.000 － 3.44 
295 290－300 0.13 0.000 0.000 － 7.45 

積算値 200－300 1.00  0.279 16.00 57.35 

２．kλの算出方法 

 今、発光長 65 mm のランプについて受光点（r, z）=(200 mm, 32.5 mm)での紫外線強度の

設計値が 16 mW/cm2であったとする。表 3-4-2 より、λ＝255 nm のとき、kλ [mW/cm]を以下
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の手順で求める。 

 

 

 

３．(3)式の算出方法 

紫外線強度に影響する因子を各代表波長で下表に一例を示す。定数 kλ[mW/cm]は表 3-4-2

のカラム(E)に示す紫外線強度に比例するので、先の波長 255 nm での kλ [mW/cm]から算出

できる。 

表 3-4-3 各代表波長における紫外線強度影響因子（その２） 

 
代表波長 

 
波長域 

 
定数 

 

処理水の 
透過率 

ランプスリーブの 
透過率 

λ  kλ Tλ αQλ 
nm nm mW/cm % % 
205 200－210 71 35 60 
215 200－220 247 50 70 
225 220－230 317 75 80 
235 230－240 247 90 80 
245 240－250 317 95 80 
255 250－260 705 95 90 
265 260－270 599 95 90 
275 270－280 353 95 90 
285 280－290 212 95 90 
295 290－300 458 95 90 

 

任意の位置（r, z）=(300 mm, 0 mm)での紫外線強度の設計値を、上表の値を用いて代表波

長ごとに計算する。ここではランプスリーブの半径を 12.5 mm とした。 
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４．２．１ ３）照射槽内部の遮光物の影響 

照射槽内部の遮光物には自動洗浄用支持棒やランプスリーブがある。ランプスリーブに

ついては紫外線を透過する材質である。しかし、内部のランプについては紫外線を透過す

るものの紫外線強度維持率の低下とともに、ランプ管による 2 度の吸収とランプ内部の水

銀蒸気による吸収があるため、安全を考慮してランプスリーブは影として扱う。 

 

参考文献 

１）M. Alfano, R. L. Romero and A. E. Cassano (1986), Chemical Engineering Science, 41(3), pp.421

～444 

２）電気化学、照明工学 (1963) 

３）江村浩司、山越裕司（2008）、光源からの紫外線放射特性Ⅱ、第 11 回日本水環境学会

シンポジウム要旨集、p57-58 

４）大瀧雅寛(2009)、流通式 UV 装置内の照射量分布の測定方法、第 12 回日本水環境学

会シンポジウム講演集、P21  

αQλ 

αQλ 

αQλ 

右の値に αQλを掛ける 
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４．２．２ 必要書類 

 表 3-4-4 を審査判定資料として提出する。 

 

表 3-4-4 定数 kλを求めるために使用したデータと kλ値 

項目 測定データなど 備    考 

測定方法  直接測定または間接測定 

発光長  l mm  

測定位置 r mm 鉛直方向（l /10～1m） 

測定位置 z mm 光軸方向（l /2） 

紫外線強度 I mW/cm² 最大値＊１ 

紫外線強度計の 

斜入射角特性と

𝑓(𝜃)の比較 

例） カタログ値と𝑓(𝜃)が概ね

一致していることを図で

示す。 

 

𝑓(𝜃)を式で示す。 

配光モデル  拡散光モデル 

透明光モデル 

半径光モデルなど 

定数 kλ mW/cm 単位はモデルによって異

なる。波長ごとの値を示

す。 

 

＊１）紫外線強度は直接測定の場合、水温の変化とともに変化する値の中の最大値を記入し、

間接測定の場合、空気中点灯で安定するまでに得られたピーク値を記入する。 

 

４．２．３ 紫外線強度に影響する因子 

REDCFD は RED 実測との比較であるので、試験条件における紫外線強度に影響する各因子

の値を使用する。ここで使用する補正係数を f1 とする。具体的な記入例を表 3-4-5 に示し

た。f1と定数 kλを乗じた値を kλ1とする。100%とは装置初期性能の状態を意味する。定数

kλには表 3-4-5 で示した値を記入する。ランプスリーブ透過率は、ランプの紫外線強度の

測定方法が直接測定の場合、測定値に含まれているので、100%とする。 
 

角度 θ 

0  30  60  90 
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0.8 
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0.4 

0.2 

0.0 

相

対

照

度 

カタログ値 

𝑓(𝜃) 

𝑓(𝜃)＝cos𝜃 
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表 3-4-5 REDCFD の計算に使用する紫外線強度影響因子と不活化速度定数の記入例 

因子 試験条件 

①ランプスリーブ透過率 90% 

②ランプスリーブ紫外線透過維持率 100% 

④紫外線強度維持率 100% 

補正係数：f1（①×②×④） f1＝0.90 

波長 [nm] 215 225 235 245 255 265 275 285 295 

定数 kλ 247 317 247 317 705 599 353 212 458 

kλ1＝f1×kλ 222 195 222 195 635 539 318 191 412 

供試微生物の不活化速度定数 D₀ 7.96 mJ/cm² 

 

４．３ CFD-I 解析モデル基準項目 

対象紫外線照射槽図面と解析モデル資料に基づき、内部構造材が適切にモデル化されて

いるかを審査する。審査項目は、表2-4-5に示す形状入力パラメータ項目とする。  

 

必要書類 

① 審査対象紫外線照射槽図面（内部構造材の詳細寸法が記入されていること） 

② 解析モデル図（3 次元） 

③ メッシュ図（3 次元） 
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表 2-4-5 形状入力パラメータ項目 
分類 項目 記号 単位 値 

紫外線照射槽形状・寸法 
内径 DR mm  
有効長 LR mm  

ノズル形状・寸法 

接続タイプ U,L,S 等タイプ？  
入口ノズル内径 DI mm  
入口ノズル長 LNI mm  
出口ノズル内径 DO mm  
出口ノズル長 LNO mm  

スリーブ寸法、数量 

外径 ds mm  
厚さ ts mm  
有効長 Ls mm  
数量 Ns 個  
配列径 PCD mm  

ワイパー形状・寸法 
内径 dwi mm  
外径 dwo mm  
高さ hw mm  

ワイパーホルダー形状・寸法 各部寸法を記載する mm  

ワイパー駆動軸形状・寸法 

外径 dwd mm  
有効長 lwd mm  
水平断面座

標 
x 方向 xd mm  
y 方向 yd mm  

ワイパー駆動ガイド形状 
・寸法 （設ける場合） 

外径 dg mm  

有効長 lg mm  
水平断面座

標 
x 方向 xg mm  
y 方向 yg mm  

照射槽内突起寸法・形状 各部寸法を記載する mm  

メッシュ条件 

総数  個  
標準サイズ  mm  
最大サイズ  mm  
最小サイズ  mm  

メッシュ作成上の留意点 
内部構造材近傍のメッシュは多角形が円に近似するよう細かく切る 
＊ 最小メッシュサイズ、メッシュ数は照射槽形状によりケースバイケースで最適値

が存在するため標準値は設定不可と考える。従って、内部構造材近傍メッシュが

構造材寸法に対して十分に細分化されているかを判断する。 
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４） CFD-I 計算条件基準 

計算条件が表 3-4-6 に示す計算条件項目を満たしていることを審査する。 

 

表 3-4-6 計算条件項目 

条件項目 標準条件 留意事項 

乱流モデル ｋ－ε モデル 
その他モデルの場合、

選定根拠を示すこと 
照射強度分布

計算法 
点光源合計法 

中圧紫外線

ランプ 
透明光モデル  

照射条件 
（ランプ，ス

リーブ） 

UVC 出力 

W/本 
「本章 3.2 紫外線照

射装置の通水試験」で

の試験条件の値 
中圧紫外線ラ

ンプ 
200 nm～300 nm 出力分布 

紫外線ランプ本数 本 
定格運転時の本

数 
紫外線ランプ外径 dl mm 

型番を示す 
紫外線有効発光長 LE mm 
スリーブ透過率 %  
照射槽紫外線反射関与率関連情報   
配光モデルの定数 kλ   

内部構造部材による影の影響を考慮すること。 

流動条件 流量 Q m3/h 実験流量 

水質条件 

水温 Tw ℃ 実験水温 

波長 200 nm～300 nm の透過率 UVT % 
「本章 3.2 紫外線照

射装置の通水試験」で

の試験条件の値 

照射量（線量） 
計算法 

粒子軌跡法 
粒子径 μm 

例えば 1μm 以下 
（影響小） 

粒子数 個 1,000 個以上 

スカラー量積算法 
出口ノズル手前

断面で積算値と

する 

 

スカラー量積算法は紫外線照射槽出口断面での紫外線照射量（スカラー量）分布を解析

する方法であり、出口断面でのスカラー量が平均化されるという傾向を持つ。したがって、

中圧ランプ等では少ないランプ本数で広範囲を照射し、また滞留時間が極端に短くなるが、

このような場合には紫外線強度の分布が広くなり、流れが短区間で変化することになるた

めに最小紫外線照射量を大きく見積もる危険性が高くなるので留意する必要がある。 

 

２）生物線量試験審査項目 

生物試験方法及び条件は、「本章 紫外線照射量試験」に準ずる。 

３）CFD-I 認定条件 
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CFD-I による各種 REDCFD が、生物線量計による各種 RED 実測以下であること。 

REDCFD は、次式により計算する。 

𝑅𝐸𝐷 = 𝐷  − 𝐷  × ln
1

𝑛
∙ exp −

∑ 𝐷 × 𝐾 − 𝐷  

𝐷  
       (16) 

i ：粒子番号 

n ：総粒子数 

j ：分割波長番号 

m ：波長分割数 

D0j ：供試生物の波長別不活化速度定数 （mJ/cm2）・・・文献から引用した値、若しく

は生物線量試験で使用した値 

Dij ：粒子 i の波長別照射量  （mJ/cm2） 

注）波長 200 nm～300 nm の紫外線出力分布、ランプスリーブ、被処理水の波長別透過率

を考慮する。 

DS,254 ：低圧水銀ランプ光（波長 254nm 付近）に対する供試生物の不活化曲線の x 軸切

片（mJ/cm2） 

注）供試微生物として不活化極性のＸ軸切片が“０”の（肩の無い微生物）微生物を用い

ている場合は、“DS,254 = 0”。 

D0,254 ：低圧水銀ランプ光（波長 254 nm 付近）に対する供試生物の不活化速度定数 

（mJ/cm2） 

Kj ：波長別供試生物紫外線感受性※ 

※補足：D0j＝D0,254 / Kj 

 
４）必要書類 

表 3-4-7 を審査判定資料として提出する。両表ともに、申請する紫外線透過率で、紫外線

ランプ及び照射槽の反射光の効果が新品時の状態である仕様条件と、反射光の影響が最小と

なるように処理水の紫外線透過率や照射槽の反射率を調整した状態である反射光の影響が

最小となる条件を示すこと。 
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表 3-4-7 認定審査判定資料 

分類 項目 書類名 留意事項 

生  
物 

線 

量 

試 

験 

説 

明 

書 
 

試験

装置 

装置系統図  
紫外線照射槽図面  
紫外線照射条件記載表  

試 

験 

条 

件 

供試生物名  
照射量 .vs. log 不活化率関係図  

水質条件 

水温範囲 設計水温を含むこと 

紫外線透過率 
「本章 3.2 紫外線照射装置

の通水試験」での試験条件

の値 
生物数（個/ml）  

流量条件 試験流量（m3/h） 設計流量を含むこと 

計算条件 

配光モデルの定数：kλ 表 3-4-6 で示した値 
照射槽紫外線反射関与

率関連情報 
下記＊参照 

その他  

手順説明

書 

試験方案 
試験要領を詳細に示す書類 サンプリング法 

評価法 
試験

結果 
試験条件 .vs. RED 実測関係図 

・流量 
・透過率 

解析

結果

提示

書類 

流線図（又は、流跡線図）  
滞留時間分散図  
照射強度分布図  
照射量 vs. 流量分布確度図  
平均照射量計算説明書  

 

＊ 

照 
射 
槽 
紫 
外 
線 
反 
射 
関

与 
率 
関 
連 

試験条件（下記のいずれであるかを示すこと） 試験結果 𝑓  

(2) CFD-I に反射光の計算が含まれていない場合 

 低透過率の供試微生物液を用いる方法 

RED 実測値低透過

率、REDCFD 
 

(2) CFD-I に反射光の計算が含まれていない場合 

 反射率の照射槽を用いる方法 

RED 実測値低反射、

REDCFD 
 

(3) CFD-I に反射光の計算が含まれている場合 

𝑅𝐸𝐷 反射寿命値、 

𝑅𝐸𝐷 反射初期値 

RED 実測反射初期値 
RED 実測反射寿命値 
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表 2-4-8 審査判定表 
紫外線感受性測定試験結果 
不活化速度定数（D0）  供試微生物名 
RED 実測と REDCFD の比較結果 

通水試験条件 RED 実測 REDCFD 
差異 (mJ/cm2) 

基準 各値と判定 

仕様条件   RED 実測≧REDCFD  

照射槽紫外線反射

関与率関連 
  各種 RED 実測≧各種 REDCFD  
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５ クリプトスポリジウム REDCFD認定審査 

 

５．１ 紫外線強度に影響する因子 

 紫外線強度に影響する因子には被照射液の紫外線透過率、ランプの紫外線強度維持率、

ランプスリーブの紫外線透過率、ランプスリーブの汚れなどがある。 

１） 被照射液の液厚さ 1 cm 当りの透過率 T 

  液厚さ 1 cm での波長と透過率の関係を下の補足表に示した。 

 

補足表 液厚さ 1 cm での波長と透過率の関係 

nm % nm % nm % nm % nm % nm % 

200 84.9 220 94.3 240 94.8 255 95.0 275 95.5 295 96.3 

205 92.5 225 94.4 245 94.9 260 95.1 280 95.7 300 96.5 

210 93.8 230 94.6 250 94.9 265 95.2 285 95.9 
  

215 94.1 235 94.7 254 95.0 270 95.3 290 96.1 
  

 

 ２）ランプの紫外線強度維持率 αLもしくは αL,λ 

  自社で定めたランプ使用時間での波長 240nm 以上の紫外線強度維持率をいう。紫外線

強度維持率とその値となる使用時間を示すこと。 

３）ランプスリーブの紫外線透過率 αQもしくは αQ,,λ 

 ランプスリーブの 240～300 nm の各波長紫外線透過率を示すこと。なお、保護膜があ

る場合は保護膜を含んだランプスリーブとしての各波長紫外線透過率を示すこと。 

 ４）通水による汚染を受けたランプスリーブの透過率の、通水前のランプスリーブの透

過率に対する比 αD 

   ランプスリーブの自動洗浄機能が付設されている場合 0.95 を用い、付設されていな

い場合は 0.8 を用いること。 

５）照射槽紫外線反射関与率 αH 

 CFD-I に反射光の計算が含まれていない場合は、３．３ 補正係数 f の解説で示した

供試微生物での各種 RED 実測≧REDCFD を満足すれば、αH＝1 とする。 

CFD-I に反射光の計算が含まれている場合は、供試微生物での RED 実測≧REDCFD が

成り立つことを条件に、クリプトスポリジウムの不活化速度定数（12 mJ/cm²で 99.9％

不活化）を用いて CFD-I を計算し、次式から求める。 

𝛼 =
𝑅𝐸𝐷 反射寿命

𝑅𝐸𝐷 反射初期

 

𝑅𝐸𝐷 反射初期とは、初期の反射条件となる RED である。たとえば、反射板を使用する場

合、その反射板の紫外線反射率の合格基準値を用いる。 

６）その他 αAもしくは αA,,λ 

  これら以外に考慮している因子があれば示すこと。 
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[解説]  ５．１  

 １）被照射液の紫外線透過率 

被照射液の紫外線透過率は浄水場の場所（図 3-4-1 参照）、季節などによって異なる。

そのため、波長に対する透過率を定めることとした。 

図 3-4-1 浄水場浄水の吸光スペクトル 1) 

 

２）ランプ寿命 

 ランプの寿命には性能寿命と不点寿命がある。性能寿命とは設計値として定めた紫外

線強度維持率（概ね 50～80％）に達するまでの時間を言い、不点寿命とは不点ランプが

ある割合（例えば 50％）に達するまでの時間を言う。一般に、連続点灯では性能寿命よ

り不点寿命の方が長い。 

 紫外線照射量を計算する場合は、ランプが全数点灯していることを条件としている。

そのため、性能寿命でランプを交換していることが前提である。 

 性能寿命及びそのときの紫外線強度維持率はランプ及び波長によって異なる場合は代

表波長ごとに値を示すか、240 nm～300 nm の波長範囲で維持率の最低値を用いる。 

 ３）ランプスリーブの紫外線透過率 

 紫外線強度は、空気中で裸点灯しているランプの設計値を採用している場合にあって

は、実装置で使用するランプスリーブの波長 200～300 nm の紫外線透過率の減衰分を考

慮する必要がある。 

４）ランプスリーブの汚れ 

 処理水に含まれる一部の成分がランプスリーブに付着することによって、紫外線を減

衰させる可能性がある。この減衰率は時間の経過とともに上昇するため、想定した減衰

率に達した段階でランプスリーブを洗浄する必要がある。ランプスリーブの自動洗浄機

能が付設されている場合とは少なくとも 1 日に 1 往復以上の洗浄を行っていることを指

し、付設されていない場合とは手動による洗浄機能が付設されているか定期的にランプ
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スリーブを照射槽から取り出して洗浄することを指す。 

６）その他 

  １）～５）以外に装置特有の紫外線強度低下因子があれば、その内容と数値を示す。 

 

参考資料  

１）厚生労働科学研究成果 平成 22 年度 「健康リスク低減のための新たな浄水プロセス及

び管路更新手法の開発に関する研究」P15 
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５．２ CFD-I によるクリプトスポリジウム REDCFD の解析 

 「本章 ４．３ CFD-I 解説モデル基準項目」に基づき、紫外線照射槽性能認定を申請

する場合は、表 3-5-1、表 3-5-2 に必要事項を記載し提出する。申請可能機種は、同一製品

シリーズに限定する。 

 

表 3-5-1 紫外線照射槽仕様 

装置名称  

装置型式  

装置種別／照射方式  

ランプスリーブの洗浄方式  

ランプ型式  

消費電力  

ランプ本数      本 

253.7 nm 付近の UVC 出力（設計条件）      W 

主

要

寸

法 

例として LR mm 

 LN mm 

 DR mm 

 
DI mm 

LNI mm 

 
DO mm 

LNO mm 

運

転

条

件 

設計流量 m3/日 

処理水の波長 200～300 nm の透過率  

適用水温  

その他  

計

算

条

件
＊） 

試験に使用したランプの紫外線強度：I 実測とそのランプの

紫外線強度設計値：I 設計の比（I 設計／I 実測） 
αJ 1 

ランプの紫外線強度維持率 αL  

ランプスリーブの紫外線透過率 αQ  

ランプスリーブ紫外線透過維持率 αD  

水温による影響 αT  

照射槽紫外線反射関与率αH 
反射光を含む CFD-I を用いる場合は計算条件を

示す 

その他 αA  

＊）紫外線照射量が最小となる条件であること。 

  

LR 
 

LN 
 

DI 
 

DO 
 

DR 
 

LNO LNI 
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表 3-5-2 クリプトスポリジウム REDCFDの計算に使用する紫外線強度影響因子と 

不活化速度定数の記入例 

因子 設計条件 

（クリプトスポリジウム REDCFD算出） 

水の紫外線透過率（液厚さ 1 cm） 補足表の値 

ランプの紫外線強度 

（表 2-2-2 又は表 2-2-3 参照） 

1.1 mW/cm² 

（設計値） 

①ランプスリーブ透過率 90% 

②ランプスリーブ紫外線透過維持率 95% 

④紫外線強度維持率 70% 

補正係数（①×②×④） α＝0.60 

⑤照射槽紫外線反射関与率 100% 

波長 [nm] 245 255 265 275 285 295 

定数 kλ 317 705 599 353 212 458 

kλ2＝α×kλ 190 423 359 212 127 275 

波長 253.7 nm の不活化速度定数 

（ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑの値） 

D₀＝1.74 mJ/cm² 

 

別表 波長 253.7 nm の感受性を 1 とした場合のクリプトスポリジウムの紫外線感受性（GF 値）１） 

波長範囲 不活化速度比 波長範囲 不活化速度比 
(nm)  (-) (nm)  (-) 

200-210 0.89 250-260 1.07 
210-220 0.88 260-270 1.26 
220-230 0.69 270-280 1.01 
230-240 0.50 280-290 0.71 
240-250 0.66 290-300 0.28 

 

５．３ クリプトスポリジウム REDCFD解析結果 

 以下の結果を報告すること。 

 

表 2-5-3 クリプトスポリジウム REDCFD解析結果 

装置名称／型式／型番  

機種型番  クリプトスポリジウム REDCFD mJ/cm² 

 

参考文献 

１） Sara E. Beck, Harold B. Wright, Thomas M. Hargy, Thomas C. Larason, Karl G. 

Linden (2015), Action spectra for validation of pathogen disinfection in medium-

pressure ultraviolet (UV) systems, Water Research, 70, pp. 27-37  
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６ モニタリング性能試験 

 「第２章 低圧ランプ等」と同様とする。 

６．１ 測定と表示  

① 測定波長 253.7 nm 付近を測定する。 

② 測定対象 紫外線ランプから発する紫外線がランプスリーブと照射槽を通過する処 

 理水、さらには紫外線モニタの測定窓を透して測定される。 

③ 表示値  相対値（％）、紫外線強度（mW/cm2または μW/cm2）、紫外線照射量（mJ/cm2） 

  の何れかとする。 

[解説] ６．１ 

② 紫外線モニタのセンサ部の位置を示した代表的な構造断面図を図 3-6-1及び図 3-6-2に

示す。 

図 3-6-1 の中圧水銀ランプを使用した照射槽は、１本当たりの出力が高いため１本の

紫外線ランプを１センサが確実に監視する方式である。紫外線はランプスリーブを透し

て処理水に照射される。これらの処理水に一部の紫外線は吸収され、その後、測定用石

英窓を透してセンサ受光部に達する。つまり、センサ測定値は照射槽内の値ではなく照

射槽壁面よりもさらに外側を測定することになる。また、図 3-6-1 から紫外線センサの

受光している値はランプ１本のみを重点的に監視する。 

図 3-6-2 の照射槽は中圧紫外線ランプが３本配備され（図中には 1 本を示す）、より近似

値のＵＶ強度を監視できるように、照射槽内に石英管を挿入し石英管内にセンサ部を配

置している。センサは図 3-5-1 と同様にランプとセンサが１対で充挿されている。 

  

③ モニタ部に表示されるデジタル表示値は、本章 ６．１②の解説で示すとおり照射槽

内の処理水に照射された値ではなく、処理水に吸収された後、更にランプスリーブなど

に吸収され受光された値である。それらのことを踏まえ相対値（初期能力に対する ％）

表示を行う場合と、受光した値をそのまま絶対値表示する場合がある。さらには、被処

理水の紫外線透過率を想定して求めた平均紫外線強度と平均滞留時間との積で紫外線照

射量を表示する場合、又は流量計からの情報と連動して平均紫外線量演算しモニタする

場合など様々な方式がある。 
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図 3-6-1 挿入方式 マルチタイプ 

図 3-6-2 外付方式 シングルタイプ 
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６．２ モニタリング性能試験のための機器選定 

１）センサ部 

 乾式と湿式があり、どちらを使用してもよい。 

 なお、使用するセンサ部の受光角度特性、劣化情報の明確な物を選択し相違ないことを

確認すること。 

２）モニタ部 

 表示はデジタル表示でセンサと１対になっているものが一般的である。また、シーケン

サのパネルを使用して表示してもよい。 

３）紫外線強度計 

 紫外線強度計は紫外線モニタの性能を評価するために基準となるものである。紫外線強

度計の詳細については「第２章 ２．１ 紫外線強度計」を参照のこと。 
 
[解説] ６．２  

 センサ部の乾式とは水にセンサ部が直接接するこ

とがない方式を指す。一方、湿式とはセンサ受光部

が防水構造で処理水に受光部が接する方式であり、

処理水に近い位置で測定できる利点はあるが、セン

サ受光部が処理水質によっては汚れるため、取り外

しが容易で受光部を簡単に洗浄清掃が出来る構造が

望ましい。 

 なお、試験に際しては写真 2-6-1 に示す紫外線被

爆保護具を使用し、安全に留意する。                     

写真 2-6-1 紫外線被爆保護具 

 

６．３ モニタリング試験方法 

「第２章 低圧ランプ等」と同様とする。 

 [解説] ６．３ 

 図 2-6-4 のような点光源にするには中圧水銀ランプでは高温のため困難である。よって、

ここでは低圧水銀ランプを用いた方法を示したが、中圧水銀ランプのモニタリングするべ

き紫外線強度の値が、前記、低圧水銀ランプを用いた場合に比べ大幅に強い場合は、紫外

線光源として、図 2-6-4 に示した紫外線ランプ（低圧水銀ランプ）を、実際に使用する中圧

水銀ランプと電子安定器に置き換えて実施してもよい。 

 

６．４ モニタリング性能判定基準 

「第２章 低圧ランプ等」と同様とする。 

 [解説] ６．４ 

紫外線モニタの曝露試験は中圧水銀ランプを用いて実施する。ランプとセンサの間に
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水がある場合は、その水により波長 200～300 nm の範囲で光が減衰されないように留意

する。この水の波長 200～300 nm の範囲における透過率を示すこと。 
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７． 浸出性試験 

 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。やむを得ず、既

に認定取得している紫外線照射槽（以下、「試験紫外線照射槽」という）の試験結果を使

用する場合は、以下の①～③の条件を満たすものであれば、試験紫外線照射槽の試験結

果を審査対象紫外線照射槽の浸出性能として用いることができる。 

① 審査対象紫外線照射槽と試験紫外線照射槽の使用材料の材質とが同等であること。 

② 構造及び型式が類似していること。 

③ 審査対象紫外線照射槽の接触面積比が試験紫外線照射槽の接触面積比以下である

こと。 

[解説] ７． 

接触面積比の算出方法等について 

  接触面積比＝照射槽内接液部表面積(cm2)／照射槽内容積(ℓ) 

１）照射槽内接液部表面積(cm2) 

  照射槽内面の水に接する面積及び槽内における主要各部材の外表面積の合計をい 

う。主要各部材とは、ランプ保護管外表面積（本数分）、クリーニング装置駆動軸外

表面積、ランプ保護管及びクリーニング装置駆動軸支持器具外表面積等をいう。 

 この場合、照射槽への流入開口部、流出開口部の表面積は含めなくてよい。 

  ２）照射槽内容積(ℓ) 

    照射槽の容積から、上記ランプ保護管等各部材の体積の合計を差し引いたものと

する。 

  ３）分析値の補正 

厚生省告示第四十五号（平成十二年二月二十三日）のとおりとする。 

４）添付図書について 

   試験紫外線照射槽の試験結果を用いて申請する場合には、それらを確認するため

以下の図書を添付するものとする。 

  ・同等材質であること、構造及び型式が類似していることを示す材料表、図面等 

  ・試験紫外線照射槽及び審査対象紫外線照射槽の接触面積比算出計算書 

  ・試験紫外線照射槽に係る試験結果 

  ・試験紫外線照射槽による試験結果等からその評価の所見をまとめた図書 

 

 

 

 

 

 

 

 


