
テーマ：「濁度」
濁度は、用水や排水などの様々な用途で一般的な水質指標です。
Lovibondの濁度計は他の濁度計に比べ、操作が簡易で費用対効果
に優れます。



Tintometer グループ

創業1885年からの
分析の経験

家族経営の
グローバル企業

高い顧客志向を掲げた製品開発により、5000以上の水質計や色度計を製造してきました。160カ国以
上にある販売店とサービスセンターが、水質または色度試験に最適なソリューションを提供していま
す。

ドイツ、イギリス、アメリカ、インド、スイス、
スペイン、マレーシア、中国、ブラジル

www.lovibond.com 2018年6月 APAC
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濁度とは何か？

www.lovibond.com

濁度 定義

濁度とは、浮遊微粒子の存在により水
の透明度を失う度合いの指標のことで
す。

水中の総浮遊物質が多ければ多いほど
濁って見え、濁度が高くなります。

濁度は水質測定に適した指標と考えら
れています。

濁度のデータは、堆積物、鉱物、微生

物と強い相関があるため、水質の総合
指標として使用できます。 自然体のアマゾン川の濁度

2018年6月 APAC
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濁度とは何ですか？ 例：「ビール」

www.lovbond.com

濁度 定義

無ろ過ビール
=

濁度が高い

ろ過ビール
=

濁度が低い

濁度は低い？高い？

2018年6月 APAC
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透視度板

出典：
http://www.themanyfacesofwater.eu

2018年6月 APACwww.lovibond.com

透視度板

透き通った水 濁った水

クリアチューブ
4.5×120cm 10cmごとの

標線

PVCキャップ

試験管の底に合
うように印刷さ

れた板 濁度は約5 NTUで

肉眼で見えるよう
になります

濁度 測定

http://www.themanyfacesofwater.eu/
http://www.themanyfacesofwater.eu/


6

業界基準/ NTU測定

比濁計は、散乱光を90°の角度で測
定する濁度計です。結果は、NTU

（比濁法濁度単位）またはFNU（

ホルマジン濁度単位）で表示され
ます。

濁度計はホルマジン溶液（校正標
準液）で校正する必要があります
。

EN ISO 7027（IR光源）
USEPA 180.1（白色光または赤色光）

www.lovibond.com 2018年6月 APAC

検出器

光源 放射光

90°散乱光

サンプル

表示画面

濁度 比濁法測定



7

水中の粒子の光散乱パターン

www.lovibond.com

粒子が波長の
1/10未満

粒子が波長の
1/4

粒子が波長より
大きい

測定器のメーカーが異なれば
使用する光源も波長も異なり
ます。
Lovibondの光源および波長の
種類は、赤色RED（650〜
680nm）、赤外線RED（860〜
880nm）、または白色LEDで
す。

2018年6月 APAC

光線

濁度 測定
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濁度信号は相対的であり、溶存酸素のpHのように絶対
的ではない理由

www.lovibond.com

散乱光の強度は以下に依存します：

• 粒子の種類（吸光度）

• 濃度（粒子の数）

• 粒子のサイズ

• 粒子の形状（吸光度–反射）

• 光の波長

• 光源と検出部、受光部のなす角

• 測定キュベットと光路の形状/寸法

2018年6月 APAC

濁度 測定

白色LEDの比較
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校正標準

ヒドラジン

www.lovibond.com 2018年6月 APAC

ホルマジン
約3 µm

ヘキサメチレンテトラミン ホルムアルデヒド（ホルマリン）

校正液（第一標準）
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www.lovibond.com

なぜ第二標準液なのか？

濁度において、第一標準液として定義
されている唯一の標準液はホルマジン
です。第二標準液とは測定器がホルマ
ジン標準液（第一標準液）で校正され
た場合に得られる結果に対して、（一
定の範囲内で）特定の測定器に同等の
校正結果を与えることをメーカーが承
認した標準液です。

第二標準液はより長い耐用寿命と安定
性があります。それらは調整済みで特
定の測定器でのみ機能します。

2018年6月 APAC

湿式校正（第二標準）
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飲料水プラントでの測定

濁度は、砂や汚泥、他の微細な不溶解物質などの
小さな粒子の存在によって引き起こされます。こ
れらの微細な粒子は、汚染物質であり使用者に受
け入れがたいだけではなく、病原菌の隠れ場所と
なり、塩素化や殺菌処理を阻害する可能性もあり
ます。

www.lovibond.com 2018年6月 APAC

塩素

フッ化物

原水

原水の
選別

混和/
凝集

沈殿

限外ろ過

ろ過

清水タンク

配水

従来の処理方法

先進の膜処理方法

濁度計PTV アプリケーション
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• 病原菌は濁り（粒子）
に付着します

• 殺菌処理の妨害
（塩素や他の消毒剤から
殺菌が保護されます）

• 濁度が低いほど、水質
は良くなります。

処理された飲料水中の微生物

濁度が高いほど、微生物が汚染す
る脅威が高くなります。

DW <1 NTU

www.lovibond.com 2018年6月 APAC

濁度 定義とアプリケーション
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WHOでは飲料水の品質に関するガイドラインを発行し、濁度 5.0 NTUという上
限を推奨しています。 http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/en

上限は各国の基準によって制限されています。

• 中国環境保護部（旧SEPA）：1,000 mg /Lの溶解固形物（TDS）および濁度<1.0 NTU

• US EPA（アメリカ環境保護庁）：上限 1.0 / 0.3 NTU

• 日本環境省：0.1 NTU https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/eng/quality

• 韓国環境部：最大0.3 NTU、処理水の通常値：0.05 NTU

http://english.seoul.go.kr/wp-content/uploads/2014/06/Seoul-Tap-Water-Arisu-English1.pdf 

飲料水に関するガイドラインと法令

2018年6月 APACwww.lovibond.com

濁度 定義とアプリケーション
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www.lovibond.com

発電所の冷却水とボイラー給水の測定

浮遊粒子（濁度）は、冷却塔および関連する
処理設備に多くの問題を引き起こす可能性が
あります。そのため沈泥を除去し、頻繁に洗
浄を行う必要があります。また濁度は配水シ
ステムを詰まらせ、配水池を沈泥で覆ってし
まう可能性があります。ボイラー給水の品質
が低いとエネルギー消費量が増加し、蒸気の
品質と純度が低下、さらに生産速度と製品品
質の両方が低下する可能性があります。循環
水に高レベルの粒子や堆積物がある冷却塔の
場合、細菌粘質はより迅速に形成されます。

赤色光源は非常に安定してお
り迷光が非常に少ないため、
発電所ではPTV2000を用いて
濁度が測定されています。

2018年6月 APAC

濁度 定義とアプリケーション
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www.lovibond.com

用水アプリケーション：
RO膜およびUF膜システムでの測定

逆浸透膜（RO）は、飲料水システム、ボイラー、食品および飲
料プロセスなどの高純度精製水を生成するために使用されます。
給水の品質はRO膜システムの性能を決定します。RO膜および
NF膜における最大濁度レベルは、給水に対して1.0 NTUです。

限外ろ過膜（UF）（100 nm〜1000 nm）は、浮遊物質、ウイル
ス、細菌を給水から除去し、UF膜透過水をきれいにします（濁
度<0.1 NTU）。

ろ過最適化のための濁度
計PTV 2000は、RO膜お
よびUF膜を使用してい

るプラントのメーカーに
最適です。

2018年6月 APAC

従来のろ過膜
＞1000nm

精密/限外ろ過
100nm-1000nm

精密/限外ろ過膜
100nm-1000nm

ナノろ過/逆浸透膜
＜100nm

濁度 定義とアプリケーション
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www.lovibond.com

プールやウォーターパークでの測定

高濁度は、使用者への感受性と殺菌プロセス
の効率の両方に影響します。そのほか、塩素
要求量の増加や、微生物の保護にも影響しま
す。

2018年6月 APAC

濁度 定義とアプリケーション
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www.lovibond.com

食品および飲料産業での測定

私たちが口にする可能性のある水とは？

• 製品の工程水
• 最終製品である清涼飲料水
• 凝縮水（乳製品／粉乳製品）
• 缶詰製造ライン用水
• 殺菌前の濁りのある洗浄水

2018年6月 APAC

濁度 定義とアプリケーション
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www.lovibond.com

オンライン濁度計 Lovibond®PTVシリーズ

「私たちのビジョンは、既存の濁度計に
関連するすべての問題、つまり迷光、結
露、微小気泡、操作性を解決できるオン
ライン濁度計を開発することでした。操
作性とは、保守性およびお客様が機器を
操作しやすいことの両方を意味します。
」

Mike Sadar

R&D Tintometer

詳細について
はお問い合わ
せください

2018年6月 APAC

濁度 次世代のオンライン濁度計
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www.lovibond.com

文献など

http://lovibond.eu/ptv1000

https://www.youtube.com/wat

ch?v=1AjoGn7PkqU

2018年6月 APAC

濁度 詳細情報

http://lovibond.eu/ptv1000
https://www.youtube.com/watch?v=1AjoGn7PkqU
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ありがとうございました！


