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3.4 排ガス中のアンモニア分析方法（JIS K 0099）2020 年 

3.4.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中のアンモニアを測定するため分析方法，その概要及び定量範囲を表 3.4.1 に

示す。  

表 3.4.1 分析方法，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  概要  定量範囲  

インドフェノー

ル青吸光光度法  

試料ガス中のアンモニアをほう酸溶液に吸収

させた後，フェノールペンタシアノニトロシ

ル鉄（Ⅲ）酸ナトリウム溶液及び次亜塩素酸

ナトリウム溶液を加えて，インドフェノール

青を生成させ，吸光度（ 640 nm）を測定し，

試料ガス中のアンモニア濃度を算出する。  

吸収瓶： 250 mL 

 1 .2～ 11.8 mg/m3  

 (1 .6～ 15.5 ppm) 

イオンクロマト

グラフ法  

試料ガス中のアンモニアをほう酸溶液に吸収

させた後，分析用試料溶液をイオンクロマト

グラフに注入し，アンモニウムイオンのクロ

マトグラムを得る。アンモニウムイオンの濃

度から，試料ガス中のアンモニア濃度を算出

する。  

吸収瓶： 100 mL 

 0 .5～ 11.8 mg/m3  

 (0 .6～ 15.5 ppm) 

吸収瓶： 250 mL 

 4 .7～ 236 mg/m3  

 (6 .2～ 310 ppm) 

＊定量範囲の（ ）内は体積分率 

 

3.4.2 試料ガス採取方法 

3.4.2.1 試料ガスの採取 

 試料ガスの採取は，JIS K 0095（試料ガス採取方法）に準じて行う。又は，分析方法

ごとに定められた方法による。第２編第４章を参考にするとよい。  

1)  インドフェノール青吸光光度法：吸収瓶（ 250 mL）を２個連結して用いる。  

2)  イオンクロマトグラフ法：吸収瓶（ 100 mL 又は 250 mL）を２個連結して用いる。  

3)  吸収液：ほう酸溶液（ 5 g/L）  

3.4.2.2 分析用試料溶液の調製 

1)  試料ガスの採取後，吸収瓶内の吸収液をビーカーに移し，吸収瓶内を洗浄する。

インドフェノール青吸光光度法の場合は，吸収液で洗浄する。イオンクロマトグ

ラフ法の場合は水で洗浄する。  

2)  100 mL の吸収瓶を用いた時は， 100 mL の全量フラスコに 1)の吸収液を入れ，水

を標線まで加える。  

3)  250 mL の吸収瓶を用いた時は， 250 mL 全量フラスコに 1)の吸収液を入れ，吸収

液又は水を標線まで加える。  
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3.4.3 インドフェノール青吸光光度法 

3.4.3.1 適用条件 

 排ガス中に二酸化窒素がアンモニアの100 倍以上，アミン類が数十倍以上，二酸化

硫黄が 10 倍以上，硫化水素が等量以上のいずれかが共存すると影響を受けるので，そ

の影響を無視又は除去できる場合に適用する。  

 

3.4.3.2 使用する試薬 

水酸化ナトリム，次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素 50～ 120 g/L），塩化アンモ

ニウム，硫酸アンモニウム，フェノール，ペンタシアノニトロシル鉄（Ⅲ）酸ナトリ

ウム二水和物，ほう酸，でんぷん（溶性），酢酸，よう化カリウム，よう素酸カリウム，

過塩素酸マグネシウム，アンモニウムイオン標準液（ 1000 mg/L）  

 

3.4.3.3 試薬溶液の調製 

1)  次亜塩素酸ナトリウム溶液：次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素 30～ 100 g/L）

の一定量をとり，水酸化ナトリム 15 g を水に溶かして 1 L とする。次亜塩素酸

ナトリウム溶液の有効塩素濃度を求めておく。  

2)  フェノール -ペンタシアノニトロシル鉄（Ⅲ）酸ナトリウム溶液：フェノール 5 

g 及びペンタシアノニトロシル鉄（Ⅲ）酸ナトリウム二水和物 25 mg を水に溶

かして 500 mL としたもの。冷暗所に保存し，調製後１か月以内に使用する。  

3)  アンモニウムイオン標準液（ 1000 mg/L）：国家標準に規定するトレーサビリテ

ィが確保されたアンモニウムイオン標準液。又は，乾燥した塩化マグネシウム

2.965g をとり，水に溶かして全量フラスコ 1000 mL に移し入れ，水を標線まで

加えて調製する。これらを適宜希釈して使用する。  

 

3.4.3.4 装置及び器具 

分光光度計及び吸収セルを写真 3.4.1 及び写真 3.4.2 に示す。  

  

写真 3.4.1 分光光度計        写真 3.4.2 吸収セル 
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3.4.3.5 定量操作 

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 25 mL に NH 4 +標準液（ 0.001 mg/L）1.0～ 10 mL を入れ，吸

収液を加えて 10 mL とする  

 ↓←フェノール -ペンタシアノニトロシル鉄（Ⅲ）  

   酸ナトリウム溶液，5mL  

 ↓←次亜塩素酸ナトリウム溶液， 5 mL  

 ↓←水  

     全量25 mL， 25～ 30 ℃で１時間放置  

 ↓  

 空試験液を対照液として，NH 4 +標準液の吸光度（ 640 nm）を測定する  

 ↓  

アンモニウムイオンの質量 (mg)と吸光度の関係線を作成する  

2)  定量操作  

     全量フラスコ25mL に分析用試料溶液 10 mL を入れる  

 ↓←フェノール -ペンタシアノニトロシル鉄（Ⅲ）  

   酸ナトリウム溶液，5 mL  

 ↓←次亜塩素酸ナトリウム溶液， 5 mL  

 ↓←水  

     全量25 mL， 25～ 30 ℃で１時間放置  

 ↓  

   空試験液を対照液として，吸光度（640 nm）を測定  

 ↓  

検量線から分析用試料溶液中のアンモニウムイオンの質量 a（mg）を求める  

 

3.4.3.6 濃度の算出 

次の式により，試料ガス中のアンモニア濃度を算出する。  

= 0.944 × × 25010 × 1000 

= 1.24 × × 25010 × 1000 = × 0.760 
  ここで，  ：試料ガス中のアンモニアの質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中のアンモニアの体積百万分率（ ppm）  
   ：分析用試料溶液中のアンモニウムイオンの質量（mg）  

  ：標準状態の試料ガス採取量（ L）  
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3.4.4 イオンクロマトグラフ法による分析 

3.4.4.1 適用条件 

  特になし  

 

3.4.4.2 使用する試薬 

 使用するイオンクロマトグラフ（サプレッサー方式，ノンサプレッサー方式等）に

よって使用する試薬が異なるので，装置に合った試薬を準備する。  

 

3.4.4.3 試薬溶液の調製 

1)  溶離液：装置や分離カラムの種類によって異なるので，使用する装置や分離カ
ラムに最適なものを用いる。次にその一例を示す。  

a)  サプレッサー方式の場合  
①  メタンスルホン酸溶液（ 15 mmol/L）：メタンスルホン酸 1 mL を水に溶か
し，全量フラスコ 1000 mL に水で洗い移し，水を標線まで加える。  

b)  ノンサプレッサー方式の場合  
①  硝酸溶液（ 1.6～ 5.0 mmol/L）：硝酸溶液（ 0.1 mol/L）（硝酸 7.2 mL を水に
溶かし，全量を 1000 mL にする） 16～ 50 mL の一定量を水に溶かし，全
量フラスコ 1000 mL に水で洗い移し，水を標線まで加える。  

②  しゅう酸溶液（ 3.5 mmol/L）：しゅう酸二水和物 442 mg を図りとり，少量
の水で溶かして全量フラスコ 1000 mLに移し入れ，水を標線まで加える。  

2)  再生液（除去液）：サプレッサー方式のイオンクロマトグラフを用いた時に使用

するが，サプレッサーの種類によって異なるので，装置に最適なものを用いる。

次にその例を示す。  

a)  電気的に再生する場合  
①  水を電解して再生液とする。  
②  溶離液：検出器を通過した溶離液を電気透析形サプレッサーの再生液と
する。  

b)  化学的に再生する場合  
①  水酸化テトラメチルアンモニウム (40 mmol/L)溶液：水酸化テトラメチル
アンモニウム溶液（ 15 ％）24.2 mL を水に溶かし，全量を，水で 1000 mL
とする。  

3)  アンモニウムイオン標準液（ 1000 mg/L）： 3.4.3 .3  3)に同じ。  

 

3.4.4.4 装置及び器具 

測定装置については，イオンクロマトグラフ分析通則（ JIS K 0127）で規定されてい

る。装置には，サプレッサー方式とノンサプレッサー方式等があり，いずれを用いて

もよい。装置は 3.5 排ガス中の硫黄酸化物分析方法を参照。カラムは陽イオン分析用

カラムを用いる。  
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3.4.4.5 定量操作 

1)  検量線の作成  
数個の全量フラスコ 100 mL に，NH 4 +標準液  (0 .01 mg/mL) 1 .0～ 25.0 mL をとる  

 ↓←水  

          全量を100 mL とする  

 ↓  

この溶液の一部をイオンクロマトグラフに注入する  

 ↓  

 アンモニウムイオンのクロマトグラムを得る 

 ↓  

同様に吸収液（空試験液）中のアンモニウムイオンを測定する  

 ↓  

アンモニウムイオン濃度 (mg/mL)と空試験値を補正したピーク面積又はピーク

高さとの関係線を作成する  

2)  定量操作  
    分析用試料溶液の一定量をイオンクロマトグラフに注入する 

 ↓  

アンモニウムイオンのクロマトグラムを得る  

 ↓  

 検量線から分析用試料溶液中のアンモニウムイオン濃度 a(mg/mL)を求める  

 ↓  

吸収液 (空試験液 )中のアンモニウムイオンの濃度 b(mg/mL)を測定する  

3.4.4.6 濃度の算出 

次の式により，排ガス中のアンモニア濃度を算出する。  = 0.944 × ( − ) × × 1000 

= 1.24 × ( − ) × × 1000 = × 0.760 
 
  ここで，  ：試料ガス中のアンモニアの質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中のアンモニアの体積百万分率（ ppm）  
   ：分析用試料溶液中のアンモニウムイオン濃度（mg/mL）  
   ：吸収液（空試験液）中のアンモニウムイオン濃度（mg/mL） 
   ：分析用試料溶液の液量（ 100 mL 又は 250 mL）  

  ：標準状態の試料ガス採取量（ L）  


