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化学分析の手法を用いた河川の自浄作用の可視化に関する実験教材 

橘 淳治（神戸学院大）・竹内準一（ルネサンス大阪高校） 

 

【目的】 

水文学、地下水学の観点から大和川の水環境を見て、観て、そして診る。主に、河川水
の水質分析を通して大阪の代表的な河川である大和川を現状と未来を見つめて、次世代の
子どもたちに環境を考える力をつける教材開発を行う。 

 ここでは、学校の理科室の設備を想定して、少しの工夫をすることにより河川の汚濁指

標の一つである窒素の精密な水質分析を行い、汚濁と水質浄化に関する実験観察法を紹介

する。 

 

【準備物】 

１．水質分析用試薬一式 

亜硝酸態窒素分析用試薬一式（詳細は別項） 

 

２．試水：５カ所 

(a)奈良県北葛城郡王寺町（神前橋） 

(b)柏原市大字峠（亀の瀬） 

(c)藤井寺市北條町(河内橋） 

(d)堺市常磐町（吾彦大橋下流） 

(e)住之江区新北島（阪堺大橋） 

※ 大和川水系の各地点で予め採水しておいたものを用いる。地形や人為汚濁の程度を考

慮しながら採水し、濾過した後に冷凍保存しておいたものである。 

 

３．発色用の容器：試水と同じく 5個 

※ 試水を入れて発色させた後に、比べやすいように透明の小さな容器がよい。 

 

４．駒込めピペット（1ml用を 2本） 

 

５．大和川水系の地図 

※ 水系のみをトレースしたものが使いやすい。 

 

 

【方法】 

１．試水の分注 

 5個の容器を用意し、5ヶ所の調査地点（地点(a)～(e)）から採取した試水を 5～10ml

程度入れる。 
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２．分析操作 

（１）保存用の亜硝酸態窒素分析用試薬（スルファニルアミド溶液と N-1･α･ナフチルエ

チレンジアミン二塩酸塩溶液）をそれぞれ，0.25mLずつ入れる。 

（２）数分間で亜硝酸態窒素の濃度によって薄いピンク色から赤色に発色する。 

 

【結果と考察】 

１．大和川水系の地図上に、発色した容器を置いて全体を見る。 ←（眺める） 

２．水質汚濁の現状把握と自浄作用についての考察をするため、採水地点の地理的分布と

試水濃度について何らかの関係があるかどうかを観る。  ←（心の目で見る） 

３．大和川水系の水質汚濁の現状と未来はどうなるか診る。  ←（診断する） 

４．教育者として大和川水系を治すことを考える。   ←（治療する) 

 

【補足事項】 

１．栄養塩類は微生物の働きによって変化しやすいので、原則的には採水後ただちに分析

すべきであるが、困難な場合は試水をろ過してけん濁物を取り除いた後、冷凍保存をする

としばらくは変化しない。 

 今回は、試水をワットマン社のグラスファイバーフィルター（GF/C)でろ過し、冷凍保存

したものを用いた。 

２．本研修で用いた亜硝酸態窒素の分析法は研究機関で用いられる方法と基本的に同じで

あるため非常に高精度、高感度である。具体的には濃度として 0.1μmol/L程度（3μgNO2/L 

= 0.003ppm程度）である。絶対量では、本研修で用いた容器は 10ml程度の試水であるた

め、その中に 0.03μgの NO2があれば検出できる。 

 高感度なため、駒込めピペットや試薬を作るときに用いるガラス器具はきれいに洗って

おく必要があるほか、大気中の塵やガスの混入によって測定値に大きな誤差が生じるので、

器具の洗浄や取り扱いには細心の注意をする必要がある。 

３．試薬の調整や蒸留水の入手について。 

 別紙に試薬の調整法と分析の流れを記入してあるので、興味を持たれた方は学校で実験

して下さい。市販の簡易測定器具を使うより感度、精度共に高く、コスト的にも有利であ

る。 

 分析に用いる試薬は特級のグレードを用いるのを原則にして必要量のみその都度業者か

ら購入するとよい。微量分析のため良い蒸留水の入手の有無が成否の鍵となる。できれば

イオン交換水を再蒸留したものが望ましいが、市販の精製水を業者から購入して使用して

もよい。どうしても精製水の入手が難しい場合は市販の飲料用の水（軟水に限る）を用い

てもうまくいく場合がある。 

４．亜硝酸態窒素分析用試薬の保存 

 2種類の試薬は混合前であると、冷蔵庫に入れておけば１ヶ月程度の保存が可能である。

また、冷凍保存すれば数年間の保存が可能である。 
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（別紙） 

 

亜硝酸態窒素分析法  （ＢＲ法） 

 

【試薬】 

①  スルファニルアミド溶液； 5g-スルファニルアミド + 50ml濃塩酸 / 500ml D.W. 

②  N-(1ナフチル)-エチレンジアミン 2塩酸溶液； 

     0.5g N-(1ナフチル)-エチレンジアミン 2塩酸 / 500ml D.W. 

 

【操作】 

試水 25ml 

   ｜←0.5ml スルファニルアミド溶液 

2-8分間放置する 

   ｜←0.5ml N-(1ナフチル)-エチレンジアミン 2塩酸溶液 

室温にて 20分から 2時間放置後、543nmの波長での吸光度を測定 

 

【文献】 

Bendshneider,Kenneth and Rex J. Robinson (1952); A new spectrophotometric method for 

the determination of nitrite in sea water. J.Mar.Res., 11, 87-96. 

 

【標準溶液】 

0.345g ｰ亜硝酸ナトリウム / 1000ml D.W. 

1ml=5μg ｰ at.N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亜硝酸態窒素分析の概要 
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（資料） 

大和川水系の採水地点図 
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大和川の水系図 
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 第1回実験研修会参考資料  

 

都市型ダムにおける水質浄化機構とその教材化 
― 狭山池ダムの水質浄化機構 ― 

 

私立 大阪初芝学園 橘 淳治 
 

 

１．はじめに

 2003年に大阪府堺市に誕生した本校は、日本

最古のダムであり、また都市型ダムでもある狭

山池ダムの近くに位置している。 

 学校創立当初から狭山池ダムとその周辺を環

境学習の場とし、また、教科、学校行事、部活

動において広く活用してきた。 

 本年度は、これまでの研究で明らかになって

きた、都市型ダムの水質浄化機構や防災機能を

子ども達と共に調べ、水環境教育の教材開発と

環境・防災教育プログラムの構築に取り組んだ。 

 

２．学校としての取組み 

・学校：校外学習の場として低学年からの利用。

理科は「はつしばサイエンス」の一環として狭

山池での実習の強化。図工では狭山池をテーマ

とした共同作品の制作など、全校的な活動の推

進。 

・学年：（6年生）理科「水溶液の性質」、「生

物と環境」、「土地のつくりと変化」、「地域

の自然に親しむ」、社会「大和川の治水と利水」、

「世界の中の日本」、国語、総合ほかでの活用。 

（5 年生）理科「もののとけ方」、「流水の働

き」、「動物の誕生」、「天気の変化」、社会

「国土の保全と防災」、家庭「地域の産業」、

図工「狭山池共同制作」、総合「西除川の自然

と生活」、道徳「自然環境を大切にする」ほか

活用。 

・課外活動：サイエンス教室として、放課後に

児童が狭山池ダムおよび周辺の自然環境、防災、

生物、水質について、テーマごとに発展的な理

科学習として取り組む。 

 

 

 

 

 

３．課外活動での取組み 

 放課後の部活動として始まったサイエンスク

ラブを、発展的な理科学習への位置付けとして

「サイエンス教室」に再構築した。 

 



橘 淳治 

 

55 

 

 サイエンス教室では、狭山池ダムの水質浄化

機構を調べるために、野外調査と化学分析を中

心に行った。 

 

４．都市型ダムの水質浄化機能の視覚化 

 サイエンス教室の児童により狭山池ダムの水

質浄化機能が示唆された。その成果を全児童に

視覚的に説明するため、地図上にミニカップを

並べて教材化を行った。 

 

 

 

 ダム流入河川である西除川と三津屋川は窒素

の濃度は高いが、狭山池ダムで浄化されている

のがわかる。AGP（藻類生産潜在力）試験におい

ても同様の浄化機構が働いていることが推測さ

れた 
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