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 実験研修  

 

学校教員のための機器分析入門 

― 紫外可視分光光度計による亜硝酸態窒素の比色定量 ― 

 

大阪初芝学園 橘  淳 治 ・ ルネサンス大阪高校 竹内 準一 
 

 

１．はじめに 

 近年、環境関連分析機器の低価格化により、

高等学校を中心に小中学校においても、理科や

環境学習で環境測定機器や分析機器類が導入さ

れるようになってきた。 

 その代表例としては、ガラス電極式 pHメ－タ

－がある。これに類するものとして、塩分計や

各種イオンメ－タ－のほか、電気伝導度計など

があり、その測定原理が分からなくても、環境

を測る「ものさし」として児童・生徒が使って

いる。 

 また、スーパーサイエンスハイスクールや工

科高校においては、化学分析や環境測定の道具

と し て 紫 外 可 視 分 光 光 度 計 （ UV-VIS ：

ultraviolet-visible spectrophotometer）など

も導入されている。 

 本研修においては、竹内準一氏の環境微生物

（細菌類）を用いた「グラム染色と亜硝酸イオ

ンの半定量」の講義と実習に関連して、主に可

視分光光度計を用いた亜硝酸態窒素の比色分析

を行いたい。 

 可視紫外分光光度計は、分析機器類の中では

比較的低価格であり、また、汎用性のある機器

なので、学校教育での利用を意図して、そのし

くみや操作方法についての実習を中心に進めた

い。 

 また、亜硝酸態窒素は、水質に関しては生物

の分野で扱われることが多い栄養塩類のうち窒

素化合物の代表であり、比色分析で比較的簡単

に定量も可能である。 

 ここでは、実験の安全性を重視する意味で極

力毒性の低い試薬を用いるほか、加熱操作など

の必要がないようにし、しかも実験廃棄物があ

まり出ないことを重視した（いわゆる環境安全

を重視した）水質分析法である、Bendshneider 

＆ Robinson (1952)のスルファニルアミド・ナ

フチルエチレンジアミン法で行う。(1) 

 併せて実験廃棄物の処理についても紹介した

い。 

 

２．機器分析について 

(1)機器分析と狭義の化学分析 

 化学分析において、便宜的に、天秤やメスフ

ラスコ、メスピペットなどのガラス器具類を用

い、化学反応しか利用しない「狭義の化学分析

（以下、単に化学分析とよぶ）」と、原子吸光、

核磁気共鳴、ガスクロマトグラフィーなど高価

な機器類を用いて行う「機器分析」がある。 

 これから実習を行う、可視紫外分光光度計を

用いた亜硝酸態窒素の比色定量の意味を理解す

る基礎的知識として、機器分析について簡単に

まとめてみた。 

 機器分析は、原理的に 4種類に分けることが

できる。(9) 

 ①電磁波分析は、物質と電磁波の吸収や放射

などの相互作用から分析する方法で、一般的な

機器分析手法である。 

 吸光光度分析、濁度分析、蛍光分析、紫外線

吸収スペクトル分析、旋光分散法、円偏光二色

性法、赤外吸収スペクトル分析、ラマンスペク

トル分析、原子吸光分析、フレーム分析、発光

分光分析、X線分析、電子分光法、電子線分析、

核磁気共鳴吸収分析、常磁性共鳴吸収分析など

がある。 

 ②電気分析は、物質の電気的性質から分析す

る方法である。 

 電位差分析、化学センサー法、電解分析、質

量分析、ボルタメトリー、伝導度分析などがあ

る。 
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 ③分離分析は、物質を何らかの方法で分離、

検出する方法である。 

 ガスクロマトグラフ分析、高速液体クロマト

グラフ分析、その他のクロマトグラフ分析、電

気泳動法、精密分留法などがある。 

 ④その他の方法である。 

 質量分析、熱分析、放射能分析などがある。 

 機器分析の利点としては、①選択性がよく化

学分析では分からない多くの情報が得られる。 

②迅速な分析が可能である。③操作が容易で個

人差が少ない。④高感度で、少量の試料で分析

可能である。⑤自動分析や連続分析が可能であ

る。 

 機器分析の欠点としては、①絶対量を測定で

きる機器分析法が少なく、標準物質を必要とす

る。②機器分析では分析精度が一般的に低い。

③機器が高価であること。④機器の保守が面倒

なこと。(9) 

 

(2)分析機器の構成と性能 

 分析機器は次の４段階のプロセスで結果を出

す仕組になっている。 

 ①信号の発生と分離で、電磁波（光、電波）、

電子、電場、磁場、圧力、温度などを作用させ

て、何らかの信号を発生させて、それを適当な

方法で必要な信号（情報）のみを取り出す。 

 ②信号の検出と変換で、取り出された信号を

トランスジューサー（変換器）で電気量などに

変換する。 

 ③電子回路で、電気量に変換された信号を

A-D（アナログ→デジタル）変換や増幅、演算（比

較、微分、積分、計数など）、変調などを行う。 

 ④出力表示は、アナログメ－タ－、デジタル

カウンター、コンピュータディスプレーによる

画像表示などとして行われる。 

 分析機器の性能は、分析方法や分析したい物

質によって異なるので一概には言えないが、概

ね次のことで決まる。 

 ①感度が高い、または検出限界が低い。②分

解能が高い。③反応速度が早い、または時定数

（63%応答に要する時間）が短い。④測定範囲が

広い。⑤S/N 比（ノイズの強さに対する有信号

の強さの比）が高い。⑥正確さ（難しいが真の

値と分析値の一致する度合）が高い。⑦精密さ

が高い（測定値のばらつきの程度が低い）ある

いは、再現性が高いことである。 

 しかしながら、CAS に登録されている化合物

だけで 2000万種類以上あり、これらに共通して

最適な機器分析法は無い。 

 そこで、各種の機器分析法の原理や長所・短

所のほか、操作の煩雑さや機器の価格と性能な

どをよく調べ、目的の物質に合った機器分析法

を選択する必要がある。(9) 

 

３．紫外可視分光光度計と吸光分析 

(1)紫外可視分光光度法とは(10) 

 波長 200nm～800nm の紫外から可視光の吸収

スペクトルを測定するもので、主として濃度の

測定に使われる。 

 研修で用いる装置は、日立 101型分光光度計

というシングルビーム型可視分光光度計で、滋

賀県立大学名誉教授（当時は大阪教育大学助教

授）の三田村緒佐武先生より頂いた物である。

40年以上も前の機械であるが、メンテナンスを

きっちりとやっているので今でも十分に使える。 

図１ 研修で用いる分光光度計 

 

 原理は、タングステンランプを光源としてス

リットを通った光（白色光）は回折格子で分光・

反射され単色光となり、出口スリットで光の強

さ（と波長幅）を調節して試料室に入る。 

 試料室には、試料を入れるためのガラスや石

英製のセルがあり、このセルを透化した光は余

計な波長の光をカットするためのフィルターを

通って光電管等の検出器に入る。 

 この検出器で透過光の光の強さを電気信号に

変えた後、演算や増幅され、アナログメ－タ－

に表示される。 
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図２ シングルビーム可視分光光度計の原理 

 

 シングルビーム分光光度計は精度も高く、安

価であるので比較的よく用いられている。 

 測定に当たっては、対象となる溶液の吸光度

（または透過率）を予め測っておき、試料溶液

からその値を差し引く必要がある。 

 もう 1 台、日立ハイテクノロジー社製の

U-1800紫外可視分光光度計もあるが、原理は同

である。 

 

図３ U-1800紫外可視分光光度計 

 

(2)Lambert-Beerの法則(3) 

 紫外(200nm～400nm)可視（400nm～800nm）領

域の特定波長の光について、溶液が吸収する極

大波長の光を調べることにより、その溶液の濃

度を求めることができる。 

 図において、濃度が C である溶液を光路長ℓ

のセルに入れ、光を透過させると、その強度は

指数関数的に減少する。入射光強度を I0透過光

強度を Iとすると 

I＝I0e-k1ℓ  （つまり -ln(I/I0)=k1ℓ ） 

となる。 

 これを常用対数で表すと、定数 k1が k2に変わ

るだけで、次の様に表せる。 

-log(I/I0)=k2ℓ 

 これを Lambert（ランベルト）の法則という。 

 さらに、液層（セル）の光路長を一定にし、

溶液の濃度を Cとすると次の様に表せる。 

-log(I/I0)=k"C 

 この関係を Beer（ベール）の法則という。 

 この 2つをまとめると次の様に表せる。 

-log(I/I0)=kℓC 

 これが、Lambert-Beerの法則である。 

図４ Lambert-Beerの法則の説明(3) 

 

 また、-log(I/I0)は吸光度 A(absorbance)と

よばれ、次の様に表せる。 

A=-log(I/I0)=log(I0/I)=kℓC 

 さらに、kは吸光係数といわれる比例定数で、

特に1mol/L濃度でセルの光路長を1cmにしたと

きの吸光係数をモル吸光係数(mol 

arabsorptivity)といい、ε（Lmol-1cm-1）で示

す。一般的には次の式で吸光度を表す。 

A=log(I0/I)=εℓC 

 また、透過率 T（％）は次の様に表せる。 

T=(I/I0) 

図５ 日立 101型分光光度計のメ－タ－ 

 

 アナログ表示の分光光度計では、透過率 T

（％）と吸光度 A用の２つの目盛がメ－タ－に

書かれている。(3) 
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(3)紫外可視分光光度計(UV-Vis)の使い方 

 本研修で主に用いる日立 101型分光光度計を

例に、JIS K0115:2004の吸光光度分析通則に準

じて取り扱い方法を説明する。 

 ただし、この日立 101分光光度計は重水素ラ

ンプユニットを取り付けていないので、可視部

のみの分光光度計として使用する。 

 ① 電源コンセントを商用電源(100V)に差し

込む前に、電源ユニットおよび分光光度計本体

の電源スイッチが OFFになっていることを確認

する。また、シヤッターダイアル（100ADJダイ

アル）が、閉じられた状態（左いっぱいに回さ

れた状態）になっているかを確認し、もし、社

たーダイアルが開いた状態であれば、直ちにシ

ャッタダイアルをゆっくりと反時計回りに回し

てシヤッターを完全に閉じる。 

図６ 分光光度計正面写真 

 

 ② 最初に、電源ユニットの電源スイッチを

オンにする。つづいて、本体の電源スイッチを

オンにする。 

 

図７ 分光光度計上部写真 

 

 ③ しばらく待って、「METER」をオンにする。 

 ④ 機械が安定したら、試料室のふたを空け

て（試料室のフタを開けるとシヤッターが閉ま

って透過光を完全に遮断できるので）、「ZERO 

ADJ」ダイアルを回して、透過光が０％（吸光度

が無限大）になるように設定する。 

 ⑤ 測定したい波長に合わせるため、「WAVE 

LENGTH」ダイアルを回して目的波長に設定する。 

 ⑥ 試料室のフタを開け、光学フィルターも

目的波長にセットする。 

 ⑦ よく洗浄・乾燥させた分光光度計用ガラ

スセルを 4本用意し、セルホルダーにセットす

る。 

 ⑧ セルブランク（セルそのものも光の吸収

度合いの違い）を補正するため、測定したい溶

液の溶媒（通常は蒸留水）を 4本のセルに入れ、

セルホルダーにセットする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 試料室に入れたセルホルダーとセル 

 

 ⑨ 試料室のフタを閉め、対照セル（通常は

一番手前の 1番セル）で、透過率 100%（吸光度

0）に、シヤッターダイアル（100ADJダイアル）

を回してセットする。 

 ⑩ サンプル用セル（通常は 2番、3番、4

番セル）の各々の吸光度を測定し、後に補正す

るために、その吸光度を記録しておく。 

 ⑪ 測定したい溶液用のセル（通常は 2番、3

番、4番セル）の蒸留水を駒込ピペットで捨て

て、空にする。 

 ⑫ 以上の準備が整ったら、装置が安定して

いることをもう一度確認し、溶媒（蒸留水）の

入った対象セル（1番セル）で、再度吸光度が

０になっていることを確認し、もし、ずれてい

た場合はシヤッターダイアル（100ADJダイア
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ル）を回して、吸光度０に設定する。 

 ⑬ 測定したい試料をサンプル用のセル（2

番、3番、4番セル）に入れ、仮の吸光度を読む。 

 ⑭ 真の吸光度（以下吸光度とする）を求め

るため、仮の吸光度からセルブランクを差し引

いて、吸光度を算出する。 

 例えば、2番セルのセルブランクが+0.004と

し、仮の吸光度が 0.123の場合、真の吸光度は、 

      0.123-0.004=0.119 

となる。 

 以下同様に、3番セル、4番セルについても真

の吸光度を算出し、真の吸光度（吸光度）とし

て、最終記録する。 

 ⑮ 測定すべき試料がたくさんある場合は、

測定の終わったサンプル用のセル内の溶液を駒

込ピペットで丁寧に捨てて、そこに、新しい試

料を入れて、同様の操作で吸光度を測定する。 

 なお、サンプル用セルが濃い溶液の測定で汚

れた時は、サンプル用セルに蒸留水を入れて軽

く洗浄してから測定したい試料を入れる。 

 さらに、測定時には対象セルの吸光度が０に

なっていることを必ずチェックし、ずれている

場合は０に再設定する。 

 ⑯ 総ての測定が終了したら、セルホルダー

ごとセルを取り出し、セルとセルホルダーは丁

寧に蒸留水で洗浄し、乾燥させて保存する。 

 また、分光光度計は、シヤッターダイアル

（100ADJダイアル）を反時計回りに最後まで回

してシヤッターを閉じておく。その際、ダイア

ルが止まった時点で、それ以上強く回してはな

らない。破損するので要注意。 

 次に、本体の電源スイッチを「OFF」にした後、

電源ユニット電源スイッチを切る。 

 これで、ひととおりの分光光度計での測定は

終了する。 

 なお、日立ハイテクノロジー社製の U-1800

可視紫外分光光度計は、大量のサンプルを効率

よく測定するために、サンプルを自動的に分光

光度計の試料室に取り込み、吸光度を測定して

から廃液を排出する「サンプルシッパー」や

「UV-Solution」という自動測定プログラムなど

をオプションとして取り付けてあるが、基本的

な原理は日立 101型分光光度計と同じである。 

 

３．分光光度計による濃度計算方法 

 亜硝酸態窒素を例に、分光光度計による吸光

度測定から亜硝酸態窒素の絶対量の算出方法を

説明する。 

 可視紫外分光光度計に限らず、機器分析にお

いては絶対値を直接測定できるものは限られて

いる。通常は、絶対量の分かった試料（標準液、

スタンダード溶液）を購入または作成し、それ

を基準に分析機器を調整して、絶対量を出す。 

 簡単な例では、ガラス電極式 pHメ－タ－は正

確な pHを測定できる機器（これも簡単ではある

が機器分析用の分析機器）である。 

 しかしながら、そのまま使えるのではなく、

使用前に pH4、pH7、ｐH9の pH標準液（pHバッ

ファー溶液）で較正しないと正しい pHの測定が

できない。 

 可視紫外分光光度計による濃度計算について

順に説明する。 

 

(1)標準液と標準色列の作製 

 試料の濃度と発色（吸光度）の関係を調べる

ために、正確な濃度の溶液を濃度の段階別に作

成し、測定したい試料とおなじ発色用の試薬を

入れて反応を起こさせ、発色させる。 

 通常、濃度が高いほど、発色の度合は強くな

る（図９）。 

 

図９ 標準色列の作製 

 

 この標準色列によっても、試料と標準色列の

色の濃さを比較して、試料の濃度を決めること

ができる。 

 例えば、簡易水質検査試薬として広く用いら

れている共立理化学研究所のパックテストなど

は、これを応用したもので、標準色列の代わり

に印刷した標準色列用紙を用いたもので、簡便
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かつ正確な定量が可能なものである。 

 定量精度を上げるには標準溶液の濃度の段階

を 10段階以上に細かく取るとよい。 

 図 10は昔の職場において、「小・中学校指導

者養成長期研修（理科）」を実施した際に、研

修に参加された先生が実際に亜硝酸態窒素の

10 段階の標準色列（0μmol/L～10μmol/L）を

作成したものである。 

 この標準色列と測定試料との発色を比較して

測定試料の濃度を目視によって求めていた。 

 

図 10 実際の亜硝酸態窒素の標準色列 

 

(2)検量線の作製 

 可視紫外分光光度計の場合、発色度合（吸光

度）を数値として計測できる。 

 日立 101型分光光度計においては、吸光度は

対数目盛になっているので、吸光度によって有

効桁数は異なるが、吸光度が低い場合は（例え

ば 0.1以下の場合は）、0.001まで読み取るこ

とができる。U-1800型はデジタル表示であるた

めさらに、0.0001まで読み取り可能である。 

 そこで、吸光度と濃度の関係を表すグラフ（検

量線）を作成する。 

 通常、横軸（X軸）に標準液の濃度をとり、

縦軸（Y軸）に吸光度をとってグラフ化すると

図 11のような直線のグラフが描かれる。 

 なお、分析操作においては様々な誤差が伴う

ので、標準液は各濃度ごとに３本ずつ作成する

のが通例の操作である。 

 なお、検量線の作成にあたっては、異常値の

除去や最小二乗法の適用など、統計的な操作を

行うことがあるが、統計パッケージソフトや表

計算ソフトで数値をいきなり処理してはならな

い。 

 必ず、グラフ用紙に検量線を書いてみてから、

これらの処理をするかどうかを含めて判断する

必要がある。 

 図 11は、古いデータであるが 2007年の亜硝

酸態窒素の標準液を用いた検量線である。 

 標準液は 0μg-at.N/L（μmol/Lと同じ）～5

μg-at.N/Lまで、各濃度 3本ずつ 6段階で作成

した。 

 同一濃度の 3本の試験管に入った試料のばら

つきは少なく、全体としてみれば直線関係が得

られている。ただし、3μg-at.N/Lの吸光度だ

けが直線関係から下方にずれていたので、これ

を除外してグラフ用紙上で直線を引いて検量線

を描いた。 

 グラフ上の関係式は次の通り。 

y＝(0.240/5)x＋0.002 

 これを xについて解いてみると 

x＝20.8y-0.042 

 xは亜硝酸態窒素の濃度（μg-at.N/L）、y

は吸光度である。 

 従って、調べたい試料についての吸光度を測

定し、検量線で求めた式の yに吸光度を代入す

ると xの亜硝酸態窒素の濃度（水質分析の分野

では現存量と呼ぶことがある）が算出できる。 

 例えば、未知試料の吸光度が 0.123であった

とすると、 

x＝20.8×0.123-0.042＝2.5164≒2.52 

 すなわち、2.52μg-at.N/L（μmol/L）となる。 

 

図 11 亜硝酸窒素の検量線 
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４．亜硝酸態窒素の分析法 

(1)分析方法 

 亜硝酸態窒素の測定はイオンクロマトグラフ

ィーやイオン電極が用いられるが、これらは高

価な上に感度が低く、池沼の亜硝酸態窒素の定

量には不向きである。一般にはスルファニルア

ミドと亜硝酸態窒素が結合しジアゾ化し、これ

に N-(1-ナフチル)エチレンジアミンが反応し

てピンク色に発色するのを利用する比色法

（Bendshneider ＆ Robinson (1952)のスルフ

ァニルアミド・ナフチルエチレンジアミン法(1)）

が用いられる。 

 この方法は、毒性の低い試薬を用い、しかも

試薬の濃度が低いので実験廃棄物の処理も容易

である。 

 試薬の調整は、５gのスルファニルアミドと

50mlの塩酸に蒸留水を加えて全量を 500mlとす

る（溶液１）。0.5gの N-(1-ナフチル)エチレン

ジアミン二塩酸塩に蒸留水を加えて全量を

500mlとする（溶液２）。 

分析操作はアンモニア態窒素と同様に、試験管

または比色管に 25mlの試水を入れた後、溶液１

を 0.5ml加えて撹拌して２～８分放置し、次い

で溶液２を 0.5ml加えてよく撹拌する。室温に

て 20～120分放置して発色の強さを分光光度計

（波長 543nm）で測定するか、標準色列法で測

定する。 

標準液は 345mgの亜硝酸ナトリウムを正確に秤

量し、500mlのメスフラスコを用いて蒸留水で

全量を 500mlにして保存用の溶液を作る。この

保存用の溶液は 1mlが 10μg-at.N（10μmol）

なので、使用時には１Lのメスフラスコに 0.5ml

のホールピペットを用いて希釈すると５μ

g-at.N/L（５μmol/L）の溶液ができる。これを

蒸留水で６段階程度に希釈して 0，１，２，３，

４，５μg-at.N/L（μmol/L）の溶液を作り、試

水と同じように試験管または比色管に入れて試

薬を加えて発色させ、分光光度計で測定して検

量線を作成するか、標準色列法の対照として用

いる。 

 検量線の例は、前述の図 11である。 

 

(2)天然水の亜硝酸態窒素の分析例 

 天然水中の亜硝酸態窒素は１～5μmol/L程

度のものが多い。 

 身近な水について、亜硝酸態窒素を分析した

のでその分析値を報告する。 

・大和川（浅香山付近、2016.7.3）；7.45μmol/L 

・西除川（狭山池流入、2016.7.21）；5.21μmol/L 

・三津屋川（2016.7.21）；7.72μmol/L 

・西除川（狭山池流出、2016.7.21）；1.16μmol/L 

・狭山池（東岸、2016.7.21）；1.89μmol/L 

・狭山池（西岸、2016.7.21）；1.45μmol/L 

・狭山池副池（南岸、2016.7.21）；1.02μmol/L 

・狭山池副池（東岸、2016.7.21）；0.96μmol/L 

・水道水(初芝学園、2016.7.21)；0.12μmol/L 

 

５．環境面の配慮と実験廃液処理 

 環境教育として水質調査を行う上で忘れては

ならないことがある。それは、環境調査をして

環境汚染を引き起こしてはならないことである。 

 そのためには、次の点を重視する必要がある。 

 

(1)実験の最小化 

 実験の最小化とは、教育的な効果や実験の精

度を維持しつつ、小さな実験器具を用い、試料

を可能な限り減らすようにすることである。実

験系を小さくすることにより実験中の事故防止

や、実験廃棄物量を減らして環境負荷を軽減す

ることができる。 

 

(2) 環境安全を重視した実験方法の採用 

 学校教育で用いる実験法は毒性の低い試薬を

使用し、安全な廃棄物、自前処理の可能な廃棄

物、少ない廃棄物を重視する必要がある。 

 例えば、アンモニア態窒素の分析ではネスラ

ー法が使われていたが、水銀と高濃度の水酸化

ナトリウムを用いるので廃液処理の問題や、強

アルカリの試薬の飛散や吸引による事故のため、

近年はインドフェノール法が用いられるように

なった。インドフェノール法ではフェノールを

使う点では環境汚染は皆無とは言えないが、水

質分析で使用する場合は、濃度も低く汚染の可

能性は低いと考えられ、また、自前の廃液処理

も可能である。 

 同様に、亜硝酸態窒素では希薄な試薬の使用

による実験廃棄物量の低減、硝酸態窒素では環

境汚染物質であるカドミウムの不使用と実験廃
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棄物量の低減、リン酸態リンでは実験廃棄物の

低減などを実行している。 

 

(3) 自前の廃棄物処理 

 小・中・高等学校では、実験廃棄物（特に実

験廃液）は分別収集して業者委託による処理を

行うのが通例である。 

 そこで、用いる試薬の特性を知ることにより

実験廃液の分別収集法や廃液の種類によっては

自前の処理も可能である。(13) 

 一例であるが、アンモニア態窒素の分析に用

いた廃液の処理に関しては、生ゴミのコンポス

トを応用した方法で自前処理が有効である。 

 具体的には、ポリバケツに腐葉土と生ゴミな

どを入れたコンポストを作っておき、土壌微生

物を充分に増殖させておく。そして、廃液処理

を行う前に米ぬかなどの有機物を加えて微生物

に栄養分を与えてさらにに微生物活性を高め、

その後にアンモニア態窒素の廃液（これにはフ

ェノールが含まれている）を投入する。 

 この状態で１～2週間放置するとフェノール

は殆ど分解される。また、このコンポストは廃

液処理にくり返し利用できる（図 12）。 

 

図 12 コンポストによる含フェノール廃液の

処理 

 

 また、自前で処理できない廃液に関しては業

者処理なるが、業者に渡すまでは安全に保管す

る必要がある。 

 濃縮や蒸発乾固しておくと体積が減り保存が

容易になるほか、業者の処理費用も削減できる。 

 亜硝酸態窒素と硝酸態窒素に関しては、バッ

トに濾紙やペーパータオルなどを敷き、そこに

廃液を入れて自然蒸発させ、最終的には廃液を

吸収して乾燥した濾紙などをチャック付きビニ

ール袋などに入れて業者処理まで保存するとよ

い。 

 

 

図 13 亜硝酸態窒素などの廃液の蒸発乾固 
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