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概

要

窒素除去型浄化槽の点検にはアンモニウムイオンの測定が重要であり，簡便で低コストかつ
精度の高い測定法が求められている。本研究では，アンモニウムイオンを着色帯の長さから測
定する簡易測定法を開発した。検知管の先端部に採取した試料をアルカリ性にし，生成された
アンモニアガスを吸引することによりBCP指示薬を呈色させて着色帯を形成する方法とした。
そのため，検知管の先端部に水酸化ナトリウムを担持した不織布を，後部にブロモクレゾール
パープル（BCP）を含浸させた不織布を充填した。測定時の気温，試料のpHおよび浄化槽処理
水に含ませる共存物質が着色帯形成に及ぼす影響について検討した。その結果，検知管先端部
を 3 秒間の試料水に浸して採水し，大気を 5 秒間吸引することによりアンモニウムイオンを定
量することができた。形成された検知管の着色帯から濃度を読み取る換算図を作成して測定し
た結果，測定範囲は0～40mg-N/Lであり，実試料の測定結果はインドフェノール法による測
定値と良好な対応が認められた。
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に準じて窒素の除去を行うためには，二次処理装

1 ．はじめに

置で硝化反応を進め，生成されたNO－2あるいは

閉鎖性水域の富栄養化対策として，生活排水処

NO－3 を槽内水の酸素濃度が低く維持される一次

理施設では無機栄養塩類の汚濁負荷を低減するこ

処理装置に循環して脱窒させるように設計されて

とを目的に，排水中の窒素およびリンの除去機能

いる4）。リンの除去は，一次処理装置における固

を有する高度処理型排水処理施設の整備が進めら

形物の分離・貯留機能により固形物に由来するリ
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れている

ンを除去するとともに，二次処理装置でPO43－ を

。

浄化槽における窒素およびリンの除去原理はい
ずれも共通しており

鉄イオン添加により凝集性のリン化合物とし，こ
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れを一次処理装置に返送して貯留している5）。

，窒素の除去は好気・嫌

気法（AO法）4）に準じている。小型浄化槽でAO法

したがって，小型浄化槽の窒素除去機能を把握
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Abstract
Monitoring of ammonium ion is an important subject for maintenance of nitrogen removal type Johkasou, and a
simple and cheap detection tool is required. In this work, we developed a new type of spot test for ammonium ion
detection on the basis of the color band formed in a detecting tube. In the method, ammonium ion in sample water was
converted to ammonia gas under alkaline condition, and the ammonia gas was introduced to the packing material in the
detecting tube to form color band. The detecting tube consisted of tow parts : a piece of nonwoven fabric contained alkali
was packed in front end of the tube, and another piece of nonwoven fabric coated with bromocresol purple（BCP）was
packed in series. The effects of the following factors on accuracy of the detecting tube method were examined: atmospheric
temperature, pH of water and other pollutants in treated water in Johkasou. The ammonium detection was successfully
conducted by the following procedure : the front part of the detecting tube was dipped in sample water for 3 seconds, and
air was introduced for 5 seconds by suction with a disposable syringe. The chart to quantify ammonium concentration on
the basis of the color band length was prepared for detection of actual water samples. The detection range of ammonium
by this method was 0-40 mg-N/L, and the results obtained for actual wastewater corresponded to those measured by
Indophenol method.
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