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測定範囲：測定範囲：測定範囲：測定範囲： 20～1500mg/L 

測定波長：測定波長：測定波長：測定波長： 620nm 

試薬：試薬：試薬：試薬： Vario CODCr  2420721 
 
 
＜測定手順＜測定手順＜測定手順＜測定手順＞＞＞＞ 
 
注：この試験セットを光度計で初めて使用する前に、注：この試験セットを光度計で初めて使用する前に、注：この試験セットを光度計で初めて使用する前に、注：この試験セットを光度計で初めて使用する前に、＜試薬ブランクについて＞を参照して＜試薬ブランクについて＞を参照して＜試薬ブランクについて＞を参照して＜試薬ブランクについて＞を参照して試薬ブラ試薬ブラ試薬ブラ試薬ブラ

ンク値を決定します。ンク値を決定します。ンク値を決定します。ンク値を決定します。 
 

  

 

 

 

   

 
1. リアクターの電源を入

れます。148℃、120 分間

加熱プログラムを選択し、

<RUN・ENTER>を押しま

す。設定温度まで加熱が始

まります（温度に達すると

制御ランプが赤く点灯し、

分解時間の前に”S”が表示

されます）。 
 
注：リアクターは非常に熱

くなりますので取扱いに

は注意して下さい。 

 2. 沈殿物が浮遊するよう

に、反応セルを振ります。

 3. 慎重にピペットで 2.0 
ml のサンプルをセルに取

り、ねじぶたを閉じて、よ

く攪拌します。 

    

セルが非常に熱くなるのセルが非常に熱くなるのセルが非常に熱くなるのセルが非常に熱くなるの

で注意してで注意してで注意してで注意して下さい下さい下さい下さい。。。。 

 

注：サンプルに懸濁物が含

まれる場合は反応セルに

加える前に、充分攪拌し均

一になるようにして下さ

い。 

 4. 予熱したリアクターに

反応セルをセットします。

<RUN・ENTER>を押し、

120 分間の加熱分解を開始

します（タイマー作動中は

制御ランプが赤く点灯し、

分解時間前の”S”が消えま

す）。 

 5. 120 分後にビープ音が

鳴ります（分解時間終了後

は制御ランプが赤く点滅

します）。そのまま反応セ

ルの温度が 120℃以下にな

るまで約 10 分間放置しま

す。 
 
注：分解セルは非常に熱く

なっていますので取扱い

には注意して下さい。 
 
 

化学的酸素要求量（化学的酸素要求量（化学的酸素要求量（化学的酸素要求量（COD Cr  MR）））） 
プログラム番号プログラム番号プログラム番号プログラム番号 7310 
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6. 反応セルを、温かいうち

に数回反転します。 
 7. 反応セルを試験管立て

に置き、室温まで冷ましま

す（少なくとも45分以上）。

 

 8. <ON/OFF>を押し 
photoLab の電源を入れま

す。<START・ENTER>を
押し、自己判断テストを開

始します。 
 
15 分間のウォーミングア

ップを行います。 

 9. 濃度測定 
（Concentration）を選択

し、<START・ENTER>を
押します。方法（Method 
list）で COD3 測定プログ

ラム（プログラム番号

7310 ） を 選 択 し 、

<START・ENTER>を押し

ます。COD2 測定画面にな

ります。 
 

 10. <ZERO・BLANK>を押

します。ゼロ点調整（Zero 
adjustment）を選択し、

<START・ENTER>を押し

ます。 

 

 

 

 

 

    

11. セルの線の目印をセル

シャフトの刻み目に合わ

せ、蒸留水の入ったゼロセ

ルをセルシャフトに挿入

します。 
 
注：反応セルの表面の汚れ

や指紋を拭き取ってから

挿入して下さい。 

 

注：正確な測定を行うため

に、新鮮な蒸留水を底から

25mm 以上ゼロセルに入れ

たものを使用して下さい。

 12. 画面に比色管を取るよ

う指示が表示されます。ゼ

ロセルを取り除き、セルシ

ャフトカバーを閉じます。

ゼロ調整成功が表示され

たら OK で測定画面に切り

替わります。 

 13. セルの三角の目印をセ

ルシャフトの刻み目に合

わせ、測定サンプルの反応

セルをセルシャフトに挿

入します。セルシャフトカ

バーを閉じると自動的に

測定が開始されます。COD
濃度が mg/L で表示されま

す。 
 
注：反応セルの表面の汚れ

や指紋を拭き取ってから

挿入して下さい。 
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＜試薬ブランクについて＞＜試薬ブランクについて＞＜試薬ブランクについて＞＜試薬ブランクについて＞ 
本測定はサンプルの代わりに蒸留水を使用して試薬ブランク測定を行い、測定値の補正をする必要が

あります。 

以下の手順に従い、試薬ブランク値の入力を行って下さい。 

使用する試薬のロット毎に新しい試薬ブランク値を決定することを推奨します。 

 

  

 

     

 

1. サンプルの代わりに蒸

留水を用いて測定手順 1～
7 の操作を行い、試薬ブラ

ンク用の反応セルを用意

します。 

 2. <ZERO・BLANK>を押し

ます。 
▲/▼でブランク値（Blank 
value ） を 選 択 し 、

<START・ENTER>を押し

ます。 

 3. 新 た に 測 定 （ New 
measure…）を押すと、ゼ

ロ調整確認が表示されま

す。 
蒸留水によるゼロ調整を

行っている場合は▲/▼で

Yes を選択し、<START・
ENTER>を押します。手順

7.に移ります。 
行っていない場合は▲/▼
で No を選択し 
<START・ENTER>を押し

ます。手順 4.に移ります。

 

 4. <ZERO・BLANK>を押し

ます。 
 

 5. セルの線の目印をセル

シャフトの刻み目に合わ

せ、蒸留水の入ったゼロセ

ルをセルシャフトに挿入

し、<START・ENTER>を
押します。 
 
注：反応セルの表面の汚れ

や指紋を拭き取ってから

挿入して下さい。 

 

注：正確な測定を行うため

に、新鮮な蒸留水を底から

25mm 以上ゼロセルに入

れたものを使用して下さ

い。 
 

 

 

 

     

6. 画面に比色管を取るよ

う指示が表示されます。ゼ

ロセルを取り除き、セルシ

ャフトカバーを閉じます。

ゼロ調整成功が表示され

たら OK で試薬ブランク測

定画面に切り替わります。

 7. セルの三角の目印をセ

ルシャフトの刻み目に合

わせ、手順 1.で用意した試

薬ブランクの反応セルを

セルシャフトに挿入し、

<START・ENTER>を押し

ます。 
 
注：反応セルの表面の汚れ

や指紋を拭き取ってから

挿入して下さい。 

 8. 測定結果が表示されま

す。適用（Apply）で試薬

ブランク値を受け入れま

す。 
 
数本の試薬ブランクを作

成しその平均値を用いる

場合は、次の測定（Next 
meas.）を押し、次の反応

セルを挿入します。

<START・ENTER>を押す

と、上段に現在の測定値、

下段に平均値が表示され

ます。適用（Apply）で平

均値を受け入れます。 

 9. 試薬のロット番号入力

画面が表示されます。使用

した試薬のロット番号を

入力し<START・ENTER>
を押します。 
 
試薬ブランク値測定が完

了し、測定画面に戻りま

す。 
 
注：試薬のロット番号は試

薬の箱のラベルに書かれ

ている 4 桁の番号です

（例：F05A）。 
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＜測定廃液について＞＜測定廃液について＞＜測定廃液について＞＜測定廃液について＞ 
測定廃液は都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理して下さい。 
 
 
＜妨害物質＞＜妨害物質＞＜妨害物質＞＜妨害物質＞ 
化学的酸素要求量（COD Cr）の測定では、塩化物が主な妨害物質になります。反応セルは硫酸水銀を

含有しており、塩化物が表 1 列目の濃度以下であればマスキングすることができます。 
高濃度の塩化物を含有するサンプルの場合は表 2 列目の濃度以下になるよう希釈して下さい。 
 
 

表 

サンプル中の 
最大塩化物濃度（mg/L） 

希釈サンプル中の 
許容塩化物濃度（mg/L） 

1000 1000 

 
 

＜試薬の保管＜試薬の保管＜試薬の保管＜試薬の保管について＞について＞について＞について＞ 
試薬の混合液は、感光して変質します。使用しない反応セルは納品時の箱から取り出さないで下さい。 
高温、直射日光を避け、密閉して涼しい場所で保管して下さい。 
 
 
＜測定原理＞＜測定原理＞＜測定原理＞＜測定原理＞ 
本測定法では、化学的酸素要求量（COD）を、サンプル 1L 当たりの酸素（O2）消費量（mg）と定義

しています。この測定手順では、サンプルを強酸化剤（重クロム酸カリウム）と一緒に 2 時間加熱し

ます。酸化可能な有機物が反応して、重クロム酸イオン（Cr2O7
2-
）が緑色のクロム酸イオン（Cr3+

）

に還元されます。生成したクロム酸イオンを 620nm の波長で定量します。 
試薬には銀イオンと水銀イオンが含まれており、銀イオンは触媒として、水銀イオンは塩化物と錯体

を形成します。 


