
小型反射式光度計を利用した地下水中の硝酸性窒素濃度測定

に及ぼす温度の影響
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摘要：現地ほ場において地下水の硝酸性窒素を小型反射式光度計を用い測定したところ、夏

期高温時及び冬期低温時には測定誤差が大きくなった。室内試験により、測定場所の気温及び

検液の液温が測定値に与える影響を検討した結果、分析値は液温より気温に大きく影響を受け

た。そこで、気温からの濃度補正を試みたところ、補正式（Ｋ＝0.0003×Ｔ2－0.0302×Ｔ＋1.4988

Ｔ：気温℃)により求めた K を小型反射式光度計で測定した値に乗ずることにより、定量精度が向

上した。
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Effect of the temperature on the nitrate nitrogen measurement in
underground water by portable reflection photometer

IKEDA Akihiro

Abstract：As the nitrate nitrogen in underground water was measured by using the
portable reflection photometer in the site , the error of measurement became large at the
time of the summer high temperature and the winter low temperature.
As the temperature of examined the influence that gives to the analysis value

influenced atmospheric temperature largely more the temperature of liquid.
Thereupon, as I tried the density revision from temperature fixed quantity accuracy
improved, by multiplying K that requested by K=0.0003×T2-0.0302×T+1.4988 (K: the
revision coefficient, T: temperature℃ ) of the measured value.
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緒 言

近年、農業系からの窒素負荷が問題視され、施肥体系

の見直しが叫ばれるようになってきたことを背景にして、

小型反射式光度計（RQ-flex、Merck社製）を利用した簡

易な土壌・栄養診断手法が多くの作目で提案されてきた。

同機器は硝酸イオン用のリフレクトクァント試1,２,3,4,5,6）

験紙さえ用意すれば標準液も必要なく、現場において手

軽に検液中の濃度を定量することのできる携帯型分析機

器である。近年、愛知県では各農業改良普及課に配備さ

れ、栄養診断、土壌診断、地下水調査など幅広く利用さ

れ始めている。中でも採取した検水を前処理することな

く測定ができる地下水調査では、本手法の利活用が進み

つつある 。そのような中、地下水の硝酸汚染が問題と1）

なっている地域でモニタリング調査に用いた場合、採水

時期により、本機器での測定値とイオンクロマトグラフ

ィーを用いた精密分析値とに乖離が認められる事例が発

生し、定量精度を再検討する必要が生じてきた。

そこで、本報告では定量精度の変動が測定時の温度条

件によるものとの仮説をたて、測定場所の気温及び検液

の液温が測定値に与える影響を調べたところ、温度補正

によって定量精度が安定することが明らかになったので、

その概要を報告する。

材料及び方法

１ 小型反射式光度計を利用した地下水の硝酸性窒素濃

度モニタリング

2003年7月から2004年1月まで碧南市前浜地域の現地井

戸（8カ所）において、概ね1か月間隔で採水した地下水

中の硝酸性窒素濃度を小型反射式光度計（RQ-flex、以

下RQF）を用い測定した。なお、分析には硝酸イオン5－

225mgL 用のリフレクトクァント試験紙を使用した。さ-1

らに同一試料を試験場に持ち帰り、イオンクロマトグラ

フ（IC-200、横河電機k.k.製）により硝酸性窒素濃度を

測定し、両者の比較を行った。

２ 測定時の温度が分析精度に及ぼす影響

測定時の温度条件がRQFによる測定に及ぼす影響を調

べるため、5、15、25、35℃に設定された恒温実験室内

（実測温度4.8、14.7、24.1、35.3℃）で、硝酸性窒素

濃度5、10、20、30、40、50mgL の標準液を3反復で測定-1

し、精度を検討した。測定は試料の液温が室温とほぼ同

じに安定した後に行った。

３ 検液の液温が分析精度に及ぼす影響

検液の液温がRQFによる測定に及ぼす影響を調べるた

め、25℃恒温室（実測液温25.3℃）及び冷蔵庫（実測液

温6.7℃）内で液温を安定させた硝酸性窒素濃度5、10、

20、40mgL の標準液を室内温度25℃（実測温度25.4℃）-1

の恒温室内において3反復で測定し、精度を検討した。

試験結果

１ モニタリング調査におけるRQＦ測定の季節的な誤差

現地においてRQＦを用い測定した硝酸性窒素濃度とイ

オンクロマトグラフィーにより測定した硝酸性窒素濃度

との関係を図1に示した。両者の間には高い正の相関関

係が認められ、現場でのRQFの利用は有効であると判断

された。しかし、温度が上昇し、最高気温に達する7月

及び8月調査をみるとイオンクロマトグラフィーによる

精密分析値が10ppm以上の場合、RQF値が10～20％程度高

めに測定された。さらに気温が急激に低下する12月調査

では20％程度、さらに低温となる1月調査では30～40％

程度、精密分析値に比較して低い値を示し、測定時期に

より定量精度の変動が認められた。

２ 測定時の温度条件がRQF測定に及ぼす影響

測定時の温度条件がRQFの測定値に及ぼす影響を図2に

示した。5～50mgL の標準液とRQF値は、測定時の温度が-1

上昇するにしたがい、回帰直線の傾きが大きくなったが、

各温度条件ともに決定係数が0.999以上の原点を通る直

線回帰式で表すことができた。回帰直線の傾きと室温の

図１ RQフレックスとイオンクロマトグラフィーによる硝酸

性窒素測定値の関係

図2 測定温度条件がRQフレックスによる硝酸性窒素
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関係をみると図3に示したように、両者の間には正の相

関関係が認められ、室温が21.2℃より高くなるにつれ正

の誤差が、また室温が低くなるにつれ負の誤差が増大す

る傾向にあった。

図4に示したように傾きの逆数と各温度との関係から

＝0.0003 －0.0302 ＋1.4988、R ＝0.994･･･(1)Ｙ Ｘ Ｘ2 2

の二次回帰式が求められた。

再度標準液のRQF測定を行い、測定時の温度を上式に

代入し求めた を測定値に乗じて補正値を算出した。ＹTe

＝ ･････････････････････････････････(2)R R Ｙrev mea Te

： 温度補正値、 測定値R Rrev mea

各測定温度とも同様の補正を行ったところ、図5に示

したように全温度の測定値が標準液の硝酸性窒素濃度と

整合し、温度による誤差が排除された。

３ 検液の液温がRQF測定に及ぼす影響

前試験では、恒温室内に測定機器及び検液を持ち込み

試験を行ったため、誤差の要因が気温の影響なのか液温

の影響なのかを判断できなかった。そこで、25℃恒温室

内で液温を変えた測定を行ったところ、表1に示したよ

うに液温の影響は認められず、測定時の誤差は気温の影

響であると結論づけられた。

考 察

モニタリング調査地区内の井戸では、2000年に県環境

図３ 室温と回帰直線の傾きの関係

図４ 測定時の温度条件による温度補正係数
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部が行った地下水調査で10ppm越える井戸が検出された。

その汚染原因は、同地区の土壌が砂質でCECが低いため

に起こる肥料成分流出が主因と結論づけられたことを契

機に、農家、農協、市町村、農政局、農業改良普及課及

び試験場が連携し、改善するための試みが精力的に取り

組まれている。農業改良普及課と試験場は減肥試験等の

効果検証のため地区内の既設井戸及び新たに設置した簡

易井戸（1～2m）から定期的に地下水を採取し、硝酸性

窒素濃度をイオンクロマトグラフィーにより継続測定し

てきた。しかし、試料採取からイオンクロマトグラフィ

ーによる精密測定には時間がかかるため、RQF測定によ

る簡易モニタリング調査を行うことにした。

RQFは、作物搾汁液 、土壌抽出液 、茶園浸透水３,４,６） ２）

等の硝酸イオンの簡易定量に対する有効性が広く認め５）

られており、蒸留法やイオンクロマトグラフィーによる
２,３,５,精密分析との整合性についも多く報告されている

分析機器である。６）

本試験において濃度が異なる8地点の試料についてイ

オンクロマトグラフィーによる測定によるモニタリング

精度の検証を行ってきたところ、多くの報告例同様、RQ

F測定値は精密分析値に概ね整合し、実用性な手法と考

えられた。RQF本体は8万円程度、硝酸イオン試験紙は90

円程度と比較的安価なことから、農協、農家等が現場で

行う井戸水の硝酸濃度確認等のスクリーニング的な調査

には有効な手法と見なすことができる。しかし、本試験

でみられたような季節的な精度変動についての報文はな

く、減肥試験等による改善指標を明確にする目的で経時

的な硝酸性窒素濃度の傾向把握を行うには誤差があまり

図5 温度補正係数を用いた補正値の適合性

液温がRQフレックスによる硝酸性窒素表1 検液の

測定値に及ぼす影響
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にも大きすぎる。

季節的な測定誤差の主因としてまず考えられることは、

発色反応中の温度条件である。一般的に比色法では、反

応温度が高いと発色速度が早くなり、逆に反応温度が低

くなるにつれ、発色速度が遅くなる。RQＦによる硝酸イ

オン測定は、試験紙に吸収された硝酸が還元された後、

ナフチルエチレンジアミンと反応して示す赤紫色の程度

を測光する原理であるが、反応時間が60秒と短いため、

発色速度の影響は大きいと考えられる。

千葉ら は、硝酸イオン標準液の液温を変えてRQF測７）

定を行い、温度毎に回帰式が異なることを報告し、その

原因が液温の違いによる発色速度の異なるためと結論づ

けている。一方、本試験では液温の影響はなく、測定時

の気温に大きく影響を受けているとの結論を得た。試験

紙１枚当たりの吸水量は20.8±0.9μL（5反復重量測

定）と非常に少ない。このため、低温状態にあった検液

は吸水、発色中に恒温室内温度まで上昇し、液温による

発色速度の差を生じなかったことが想定される。

メルコクァント硝酸イオン試験紙の測定温度範囲は15

～30℃である。モニタリング調査では液温、気温等の測

定は行わなかったが、従来の調査では井戸水の液温は比

較的安定していること、夏期高温時には正の誤差が、ま

た冬期低温時には負の誤差が増大したことを考え合わせ

ると、気温が測定適温範囲外にあった可能性がある。し

かし、室内試験でみられたように測定温度範囲内におい

ても測定精度に変動が認められるため、精度を一定に保

つためには測定時の気温条件による誤差の排除が不可欠

表２ モニタリング調査日の気温（消防署調べ)

図６ モニタリング調査の温度補正計算結果

7/31 8/29 9/30 10/29 11/28 12/25 1/29
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である。通常の比色法のように同一条件で標準液を測定

し、検量線から濃度を算出する方式をとれば温度による

誤差は解消され、定量精度は高くなることが想定される

が、現場での簡易測定を考えると効率的な手法とは言い

難い。また、硝酸性窒素濃度を10ppm以下に希釈すれば、

測定温度による誤差は小さくなるが、現場において蒸留

水を用いた正確な希釈を望むことには無理がある。

そこで、5℃から35℃の各温度条件で測定し得られた

回帰直線の傾きの逆数を温度補正係数とみなし、さらに

各測定温度と温度補正係数から導き出された回帰式を温

度補正式（(1)式）として考えた。すなわち、測定時の

温度を温度補正式に代入し、得られた値をRQFの直読数

値に乗ずることにより、室内試験の結果では高い精度で

補正することができた。

一方、現地で行ったモニタリング調査の季節的な精度

変動は温度補正により解消される可能性がある。しかし、

調査時には気温の測定を行っていないため、地区内の消

防署で観測されている平均気温を用いた温度補正を試み

た。表２に示した気温及び平均気温から算出した補正係

数により再計算した結果が図６である。測定日の平均温

度を用いたにもかかわらず、誤差の大きかった高濃度域

でのRQFの測定値は、イオンクロマトグラフィーにより

測定した精密分析値との適合度が高まったことから判断

すると、現地でRQF測定を行う場合、本式による温度補

正は定量精度向上に有効な手法であると思われる。

今後、現地でのRQF測定時には、その時の気温を測り、

さらに温度補正の精度検証を進めることによってRQFを

利用した経時的な測定データ集積が可能になることを期

待したい。
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