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3.6 排ガス中の窒素酸化物分析方法（JIS K 0104）2011 年 

3.6.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中の窒素酸化物を測定するため分析方法，その概要及び定量範囲を表 3.6.1 に

示す。  

表 3.6.1 分析方法の種類，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  概要  定量範囲  

亜鉛還元ナフチ

ルエチレンジア

ミン吸光光度法  

（ Zn-NEDA 法）  

試料ガス中の窒素酸化物をオゾンで酸化し，

吸収液に吸収させて硝酸イオンとする。亜鉛

粉末で亜硝酸イオンに還元した後，スルファ

ニルアミド及びナフチルエチレンジアミン二

塩酸塩溶液を加えて発色させ，吸光度（ 545 

nm）を測定し，試料ガス中の窒素酸化物の濃

度を算出する  

真空フラスコ法：  

 2～ 100 mg/m3  

 (1~5 ppm) 

注射筒法：  

 10～ 510 mg/m3  

 (5~ 250 ppm) 

ナフチルエチレ

ンジアミン吸光

光度法  

（NEDA 法）  

試料ガス中の窒素酸化物をアルカリ性吸収液

に吸収させて亜硝酸イオンとし，スルファニ

ルアミド及びナフチルエチレンジアミン二塩

酸塩溶液を加えて発色させ，吸光度（ 545 nm）

を測定し，試料ガス中の窒素酸化物の濃度を

算出する。  

真空フラスコ法：  

 5～ 1000 mg/m3  

 (3~500 ppm)  

注射筒法：  

 13～ 2500 mg/m3  

 (7~ 1200 ppm) 

イオンクロマト

グラフ法  

( IC 法 )  

試料ガス中の窒素酸化物をオゾン又は酸素で

酸化し，吸収液に吸収させて硝酸イオンとし

た後，イオンクロマトグラフに注入し，硝酸

イオンのクロマトグラムを得る。硝酸イオン

の濃度から，試料ガス中の窒素酸化物の濃度

を算出する。  

真空フラスコ法：  

 8～ 2800 mg/m3  

 (4~1400 ppm) 

注射筒法：  

 39～ 14000 mg/m3  

 (19~ 7200 ppm) 

フェノールジス

ルホン酸吸光光

度法  

（ PDS 法）  

試料ガス中の窒素酸化物をオゾン又は酸素で

酸化し，吸収液に吸収させて硝酸イオンとし，

フェノールジスルホン酸溶液を加えて発色さ

せ吸光度（ 400 nm）を測定し，試料ガス中の

窒素酸化物の濃度を算出する。  

真空フラスコ法：  

 20～ 620 mg/m3  

 (10~300 ppm) 

注射筒法：  

 24～ 8400 mg/m3  

 (12~ 4200 ppm) 

ザルツマン吸光

光度法  

（ザルツマン法）  

試料ガス中の二酸化窒素を吸収発色液に通し

て発色させ，吸光度（ 545 nm）を測定し，試

料ガス中の二酸化窒素の濃度を算出する。  

10～ 400 mg/m3  

(5~200 ppm) 

 

＊定量範囲の（ ）内は体積分率 
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3.6.2 試料ガス採取方法 

3.6.2.1 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)  真空フラスコ法：Zn-NEDA 法，NEDA 法， IC 法（同時分析法），PDS 法に適用す

る。  

2)  注射筒法： Zn-NEDA 法，NEDA 法， IC 法（同時分析法）， PDS 法に適用する。  

3)  吸収瓶法：ザルツマン法に適用する。  

3.6.2.2 吸収液 

1)  Zn-NEDA 法の場合  

硫酸（ 5 mmol/L）：全量フラスコ 1000 mL に約水 800 mL を入れ，硫酸 (1+17)5 mL

を加え，水を標線まで加える。  

2)  NEDA 法の場合  

アルカリ性過酸化水素ｰギ酸ナトリウム溶液：水酸化ナトリウム 48 g，炭酸ナトリ

ウム 40 g，ギ酸ナトリウム 5mg を水約 800 mL に溶かし，過酸化水素（ 30%） 20 

mL を加えた後，全量フラスコ 1000 mL に入れ，水を標線まで加える。  

3)  IC 法の場合  

硫酸（ 5mmol/L）―過酸化水素水 (1+99)：全量フラスコ 1000 mL に約水 800 mL を

入れ，硫酸 (1+17)5 mL 及び過酸化水素（ 30%） 10 mL を加えた後，水を標線まで

加える。  

4)  PDS 法の場合  

硫酸（ 0.05 mol/L）―過酸化水素水 (1+99)：全量フラスコ 1000 mL に約水 800 mL

を入れ，硫酸 (1+17)50 mL 及び過酸化水素（ 30%） 10 mL を加えた後，水を標線ま

で加える。  

3.6.2.3 分析用試料溶液の調製 

1)  Zn-NEDA 法の場合  

オゾン発生装置から発生したオゾンを含む酸素 100 mL を注射筒にとり，試料ガ

スの入った真空フラスコに入れて弁を閉じる。真空フラスコを１分間振り混ぜ，

約５分間放置する。これを分析用試料溶液とする。  

2)  NEDA 法の場合  

吸収液 50 mL と 0.1 g/L 硫酸銅（Ⅱ）溶液 5 mL を注射筒にとり，真空フラスコに

入れる。注射筒を外し，直ちに真空フラスコを激しく３分間振り混ぜるか，１分

間激しく振った後，振とう器で２分間振る。真空フラスコの内容液を 100 mL の

全量フラスコに移し，フラスコ内の洗浄液も加える。全量フラスコを 80 ℃の水浴

中で 30 分間靜置し，流水で冷やした後，水を標線まで加える。  

3)  IC 法の場合  
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①オゾンで酸化する場合  

オゾン発生装置から発生したオゾンを含む酸素 100 mL を注射筒にとり，試料

ガスの入った真空フラスコに入れて弁を閉じる。真空フラスコを１分間振り混

ぜ，約 5 分間放置する。真空フラスコの内容液を 100 mL の全量フラスコに移

し，フラスコ内の洗浄液も加えた後，水を標線まで加える。  

 ②酸素で酸化する場合 

①と同様に操作する。但し，オゾンを含む酸素の代わりに酸素を 150 mL 用い，

放置時間を 2 時間とする。  

 ③残存酸素で酸化する場合 

試料ガスの入った真空フラスコをそのまま 16 時間以上放置した後，１分間振

り混ぜ，約 5 分間放置する。真空フラスコの内容液を 100 mL の全量フラスコ

に移し，フラスコ内の洗浄液も加えた後，水を標線まで加える。  

4)  PDS 法の場合  

①オゾンで酸化する場合  

Zn-NEDA 法の場合と同様に操作する。  

 ②酸素で酸化する場合 

①と同様に操作する。但し，オゾンを含む酸素の代わりに酸素を 150 mL 用い，

放置時間を 2 時間とする。  

 ③残存酸素で酸化する場合 

試料ガスの入った真空フラスコをそのまま 16 時間以上放置した後，1 分間振り

混ぜ，約 5 分間放置する。  

5)  ザルツマン法の場合  

吸収発色液 25 mL を吸収瓶に入れ，試料ガス 100 mL を注射筒を用いて吸引す

る。この吸収瓶に窒素 200 mL の入った注射筒を接続し，吸収瓶の空間に残存

する一酸化窒素を追い出す。この溶液を分析用試料溶液とする。  

  
3.6.3 亜鉛還元ナフチルエチレンジアミン吸光光度法（Zn-NEDA 法） 

3.6.3.1 適用条件 

試料ガス中の一酸化窒素と二酸化窒素の測定に適用できる。真空フラスコ法と注射

筒法がある。排ガス中の窒素酸化物濃度が低い場合に適用する。また，濃度が高い場

合には，希釈して測定する。  

3.6.3.2 使用する試薬 

塩酸，酢酸，水酸化ナトリウム，酢酸ナトリウム三水和物，スルファニルアミド，

N -1-ナフチルエチレンジアミン二塩酸塩，硝酸カリウム，硝酸イオン標準液（ 1000 

mg/L），亜鉛粉末，ろ紙  

3.6.3.3 試薬溶液の調製 
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1)  塩酸（ 1+1）  

2)  水酸化ナトリウム（ 100 g/L）  

3)  スルファニルアミド溶液：スルファニルアミド 3.33 g をビーカーにとり，塩酸

(1+1)10 mL と水 50 mL を加えて溶かす。別に酢酸ナトリウム三水和物 250 g を水

400 mL に溶かした溶液を加える。さらに，酢酸又は水酸化ナトリウム（ 100 g/L）

を加えて， pH7±0.1 に調節した後，水を加えて 1000 mL とする。  

4)  N -1-ナフチルエチレンジアミン二塩酸塩溶液（ 1g/L)：N -1-ナフチルエチレンジア

ミン二塩酸塩 0.1 g を水 100 mL に溶かす。  

5)  窒素酸化物標準液（NO 2 :1  μL/mL）：乾燥した硝酸カリウム 0.451 g をとり，水に

溶かして全量フラスコ 1000 mL に移し入れ，水を標線まで加える。これを 100 倍

に希釈する。  

国家標準に規定するトレーサビリティが確保された硝酸イオン標準液（ 1000 

mg/L)を希釈して用いてもよい。  

 

3.6.3.4 定量操作 

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 100 mL に窒素酸化物標準液（NO 2 :1  μL/mL）  

1～ 50 mL をとり，吸収液 20 mL を加える  

 ↓←スルファニルアミド溶液， 15 mL，混合  

 ↓←亜鉛粉末 0.5 g 

 ↓←水  

100 mL，１分間振り混ぜる  

 ↓  

ろ過，最初の 20 mL は捨てる  

 ↓  

全量フラスコ 25 mL にろ液 20 mL をとる  

 ↓←塩酸 (1+1)， 3 mL 

 ↓← N -1-ナフチルエチレンジアミン溶液 ,1  mL 

 ↓←水  

全量 25 mL，振り混ぜ，１ 5～ 30 ℃で 15 分間放置  

 ↓  

空試験液を対照液にして，吸光度 (545 nm)を測定  

 ↓  

窒素酸化物の体積 (μL)と吸光度との関係線を作成する  
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2)  定量操作  

全量フラスコ 100 mL に分析用試料溶液を入れる  

 ↓←スルファニルアミド溶液， 15 mL，混合  

 ↓←亜鉛粉末 0.5 g 

 ↓←水  

100 mL，１分間振り混ぜる  

 ↓  

ろ過，最初の 20 mL は捨てる  

 ↓  

全量フラスコ 25 mL にろ液 20 mL をとる  

 ↓←塩酸 (1+1)， 3 mL 

 ↓← N -1-ナフチルエチレンジアミン溶液 ,1  mL 

 ↓←水  

25 mL，振り混ぜ，１ 5～ 30 ℃で 15 分間放置  

 ↓  

空試験液を対照液にして，吸光度 (545 nm)を測定  

 ↓  

検量線から分析用試料溶液中の窒素酸化物の体積 (μL)を求める  

 

3.6.3.5 濃度の算出 

 次の式によって，試料ガス中の窒素酸化物の濃度を算出する。 = 2.05 × × × 1000 

= × × 1000 = × 2.05 

 

ここで， ：  試料ガス中の窒素酸化物を二酸化窒素として表したときの質

量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の窒素酸化物の体積百万分率（ ppm）  

 ：  検量線から求めた窒素酸化物の体積（ μL）  

 ：  液量補正 (ろ液量が 20 mL の時は 1， 10 mL の時は 2，  

5  mL の時は 4 とする）  

 ：  分析用試料溶液の液量（ 100 mL 又は 250 mL）  

 ：  試料ガス採取量（mL）  
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3.6.4  ナフチルエチレンジアミン吸光光度法（NEDA 法） 

3.6.4.1 適用条件 

 試料ガス中の一酸化窒素と二酸化窒素の測定に適用できる。真空フラスコ法と注射

筒法がある。排ガス中の窒素酸化物濃度が低い場合に適用する。また，濃度が高い場

合には，希釈して測定する。  

3.6.4.2 使用する試薬  

 塩酸，水酸化ナトリウム，スルファニルアミド，N -1-ナフチルエチレンジアミン二

塩酸塩，亜硝酸カリウム，亜硝酸イオン標準液（ 1000 mg/L）  

3.6.4.3 試薬溶液の調製 

1)  塩酸（ 1+1）  

2)  水酸化ナトリウム（ 100 g/L）  

3)  塩酸酸性スルファニルアミド塩酸溶液（ 5 g/L）：ビーカーに水 50 mL を入れ，ス

ルファニルアミド 1.0 g を溶かし， 200 mL の全量フラスコに移し入れ，塩酸 112 

mL を加えた後，水を標線まで加える。  

4)  N -1-ナフチルエチレンジアミン二塩酸塩溶液（ 1 g/L)：N -1-ナフチルエチレンジア

ミン二塩酸塩 0.1 g を水 100 mL に溶かす。  

5)  亜硝酸イオン標準液（NO 2
-:250 mg/L）：亜硝酸ナトリウム 0.375 g と水酸化ナト

リウム 0.2 gを水に溶かして全量フラスコ 1000 mLに入れ，水を標線まで加える。

これを適宜希釈して使用する。使用時に調製する。  

国家標準に規定するトレーサビリティが確保された亜硝酸イオン標準液（ 1000 

mg/L）を希釈して用いてもよい。  

3.6.4.4 定量操作 

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 100 mL に亜硝酸イオン標準液  

（NO 2
-:20 mg/L 又は 100 mg/L） 1～ 5 mL をとる  

 ↓←真空フラスコに吸収液 50 mL と硫酸銅溶液 5 mL 

 ↓←真空フラスコを３分間振る  

 ↓←真空フラスコの内用液を全量フラスコ 100 mL に移す  

 ↓←真空フラスコ内を水で洗浄し，上の 100 mL に入れる  

全量フラスコの栓を開いて 80 ℃の水浴中で 30 分間静置  

 ↓  

水浴から取り出し，室温まで冷やし，水を標線（ 100 mL）まで加える  

 ↓  

別の全量フラスコ 100 mL に上の検量線用溶液 20 mL（ v）を入れる  

 ↓←スルファニルアミド塩酸塩溶液， 10 mL 

 ↓←N-1-ナフチルエチレンジアミン溶液， 5 mL 
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 ↓←水  

全量 100 mL，振り混ぜる  

 ↓  

15～ 30 ℃，１ 5 分間放置  

 ↓  

空試験液を対照液にして，吸光度 (545 nm)を測定  

 ↓  

二酸化窒素の質量 (mg)と吸光度との関係線を作成する  

2)  定量操作  

全量フラスコ 100 mL に分析用試料溶液 20 mL（ v）を入れる  

 ↓←スルファニルアミド塩酸塩溶液， 10 mL 

 ↓←N-1-ナフチルエチレンジアミン溶液， 5 mL 

 ↓←水  

全量 100 mL，振り混ぜる  

 ↓  

15～ 30 ℃，１ 5 分間放置  

 ↓  

空試験液を対照液にして，吸光度 (545 nm)を測定  

 ↓  

検量線から分析用試料溶液中の二酸化窒素の質量（mg）を求める  

 

3.6.4.5 濃度の算出 

 次の式によって，試料ガス中の窒素酸化物の濃度を求める。 = × 100 × 10  

= 0.487 × × 100 × 10  = × 2.05 

 

ここで， ：  試料ガス中の窒素酸化物を二酸化窒素として表したときの質量

濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の窒素酸化物の体積百万分率（ ppm）  

 ：  検量線から求めた二酸化窒素の質量（mg）  

 ：  分析用試料溶液の採取量（ 20 mL）  

 ：  試料ガス採取量（mL）  
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3.6.5 イオンクロマトグラフ法（IC 法） 

3.6.5.1 適用条件 

 試料ガス中の一酸化窒素と二酸化窒素の測定に適用できる。真空フラスコ法と注射

筒法がある。排ガス中の窒素酸化物濃度が低い場合に適用する。また，濃度が高い場

合には，希釈して測定する。  

3.6.5.2 使用する試薬 

硝酸カリウム，亜硝酸ナトリウム，硝酸イオン標準液，亜硝酸イオン標準液，  

その他，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。  

3.6.5.3 試薬溶液の調製 

1)  硝酸イオン標準液（ 1000 mg/L）：国家標準に規定するトレーサビリティが確保さ

れた硝酸イオン標準液。又は，乾燥した硝酸カリウム 1.631 g を水に溶かし，全

量フラスコ 1000 mL に移し入れ，水を標線まで加える。これを適宜希釈して使用

する。これらの標準液を用いて検量線用の標準液を調製する。なお，イオンクロ

マトグラフ分析用陰イオン混合標準液を用いることもできる。  

2)  亜硝酸イオン標準液（ 1000 mg/L）：国家標準に規定するトレーサビリティが確保

された亜硝酸イオン標準液。又は，亜硝酸ナトリウム 1.500 g を水に溶かし，全

量フラスコ 1000 mL に移し入れ，水を標線まで加える。これを適宜希釈して検量

線用の標準液を調製する。  

3)  溶離液：分析装置の方式及び分離カラムの種類によって異なるので，メーカーが

推奨する方法によって調製する。  

4)  再生液：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，メーカーが推奨する方法によって調製す

る。  

3.6.5.4 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。装置の一例は 3.5 排ガス中の硫黄酸化物分析方法を参照する。  

3.6.5.5 定量操作 

1) 検量線の作成  
数個の全量フラスコ 100 mL に，NO 3

－標準液  (0 .1  mg/mL) 0 .1～ 40 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  

             ↓ 
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 硝酸イオンのクロマトグラムを得る 

             ↓ 

同様に空試験液中の硝酸イオンを測定する  

             ↓ 

 硝酸イオン濃度(mg/mL)と空試験値を補正した硝酸イオンのピーク面積又はピーク

高さとの関係線を作成する  

 

なお，分析用試料溶液中に亜硝酸イオンが存在する場合は，亜硝酸イオンの検量線も作成

する。硝酸イオンと亜硝酸イオン混合標準液を用いることもできる。  
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 

                ↓  

硝酸イオン及び亜硝酸イオンのクロマトグラムを得る  

           ↓ 

   検量線から硝酸イオン（a 1）及び亜硝酸イオン（ a 2）濃度を求める  

             ↓ 

空試験液中の硝酸イオン（ b 1）及び亜硝酸イオン（ b 2）の濃度を測定する  

3.6.5.6 濃度の算出 

次の式から，試料ガス中の窒素酸化物の濃度を算出する。  = [0.742 × ( − ) + 1.000 × ( − )] × 100 × 10  

= [0.361 × ( − ) + 0.487 × ( − )] × 100 × 10  = × 2.05 

 

ここで， ：  試料ガス中の窒素酸化物を二酸化窒素として表したときの  

質量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の窒素酸化物の体積百万分率（ ppm）  

 ：  分析用試料溶液中の硝酸イオン濃度（mg/mL）  

 ：  吸収液（空試験液）中の硝酸イオン濃度（mg/mL）  

 ：  分析用試料溶液中の亜硝酸イオン濃度（mg/mL）  

 ：  吸収液（空試験液）中の亜硝酸イオン濃度（mg/mL）  

 ：  試料ガス採取量（mL）  
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3.6.6 フェノールジスルホン酸吸光光度法（PDS 法） 

3.6.6.1 適用条件 

 試料ガス中の一酸化窒素と二酸化窒素の測定に適用するが，試料ガス中に多量のハ

ロゲン化合物など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。真空フラスコ法と注射筒法がある。排ガス中の窒素酸化物濃度が低い

場合に適用する。また，濃度が高い場合には，希釈して測定する。  

3.6.6.2 使用する試薬 

 硫酸，発煙硫酸，アンモニア水，水酸化ナトリウム，水酸化カリウム，フェノール，

硝酸イオン標準液（ 1000 mg/L），ろ紙  

3.6.6.3 試薬溶液の調製 

1)  水酸化ナトリウム溶液（ 250 g/L）  

2)  水酸化カリウム溶液（ 56 g/L）  

3)  フェノールジスルホン酸溶液：フェノール 25g を硫酸 150 mL の入ったビーカー

に加え，水浴中で加熱して溶かし，冷却後，発煙硫酸 75 mL を注意して加え，水

浴中で２時間加熱し，冷却後褐色瓶に入れて保存する。  

4)  窒素酸化物標準液（NO 2 :10 μL/mL）：乾燥した硝酸カリウム 0.451 g をとり，水に

溶かして 1000 mL とする。これを 10 倍に希釈する。  

国家標準に規定するトレーサビリティが確保された硝酸イオン標準液（ 1000 

mg/L）を希釈して用いてもよい。  

3.6.6.4 定量操作 

1)  検量線の作成  

   数個の蒸発皿に窒素酸化物標準液（NO 2 :10 μL/mL） 0～ 30 mL をとり，  

それぞれに吸収液 20 mL を加える  

                  ↓ 

蒸発皿内の溶液に KOH 溶液を加え，蒸発乾固の前処理を行う  

                  ↓←フェノールジスルホン酸溶液，2 mL  

                  ↓←水，1 mL  

                  ↓←硫酸，4 滴  

３分間水浴上で加熱  

                  ↓←水，10 mL 

                  ↓←アンモニア又は水酸化ナトリウム溶液 

ろ過し，褐色の全量フラスコ（ 100 mL）に入れる  

                ↓←蒸発皿の洗浄液を加える 

                ↓←水  

全量を 100 mL とする  

                ↓  
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空試験液を対照液として，吸光度 (400 nm)を測定  

                  ↓ 

窒素酸化物の体積（ μL）と吸光度との関係線を作成する  

 

2)  定量操作  

蒸発皿に分析用試料溶液を移し入れ，前処理を行う  

                  ↓←フェノールジスルホン酸溶液，2 mL  

                  ↓←水，1 mL  

                  ↓←硫酸，4 滴  

３分間水浴上で加熱  

                  ↓←水，10 mL 

                  ↓←アンモニア又は水酸化ナトリウム溶液 

ろ過し，褐色の全量フラスコ（ 100 mL）に入れる  

                ↓←蒸発皿の洗浄液を加える 

                ↓←水 

全量を 100 mL とする  

                ↓ 

空試験液を対照液として，吸光度 (400 nm)を測定  

                  ↓ 

検量線から分析用試料溶液中の窒素酸化物の体積（ μL）を求める  

3.6.6.5 濃度の算出 

次の式から，試料ガス中の窒素酸化物の濃度を算出する。  = 2.05 × × × 1000 

= × × 1000 = × 2.05 

 

ここで， ：  試料ガス中の窒素酸化物を二酸化窒素として表したときの  

質量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の窒素酸化物の体積百万分率（ ppm）  

 ：  検量線から求めた窒素酸化物の体積（ μL）  

 ：  液量補正（分析用試料溶液を全量用いた時は 1，  

1 /2 量用いた時は 2， 1/4 量用いた時は 4 とする）  

 ：  試料ガス採取量（mL）  
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3.6.7 ザルツマン吸光光度法（ザルツマン法） 

3.6.7.1 適用条件 

 試料ガス中の二酸化窒素の測定に適用するが，試料ガス中に多量の一酸化窒素が共

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。吸収瓶

を用いて採取する。  

3.6.7.2 使用する試薬 

 亜硝酸ナトリウム，亜硝酸イオン標準液（1000 mg/L）  

3.6.7.3 試薬溶液の調製 

1)  二酸化窒素標準液（NO 2 :4  μL/mL）：乾燥した亜硝酸ナトリウム 0.259 g をとり，

水に溶かして全量フラスコ 1000 mL に移し入れ，水を標線まで加える。これを 25

倍に希釈する。  

国家標準に規定するトレーサビリティが確保された亜硝酸イオン標準液を用い

てもよい。  

3.6.7.4 定量操作 

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 25 mL に二酸化窒素標準液（NO 2 :4  μL/mL） 0～ 5 mL とる  

            ↓←発色吸収液を標線まで加える 

         20 分間放置  

             ↓ 

吸収発色液を対照液として，吸光度 (545 nm)を測定する  

                ↓ 

二酸化窒素の体積（ μL）と吸光度との関係線を作成する  

2)  定量操作  

試料採取後，分析用試料溶液を 20 分間放置  

             ↓ 

吸収発色液を対照液として，吸光度 (545 nm)を測定する  

                ↓ 

検量線から分析用試料溶液中の二酸化窒素の体積（ μL）を求める  

3.6.7.5 濃度の算出 

 次の式によって，試料ガス中の二酸化窒素の濃度を算出する。 = 2.05 × × 1000 

= × 1000 = × 2.05 
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ここで， ：  試料ガス中の二酸化窒素の質量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の二酸化窒素の体積百万分率（ ppm）  

 ：  検量線から求めた二酸化窒素の体積（ μL）  

 ：  試料ガス採取量（mL）  

   この方法では，ザルツマン係数を0.84 とする。  
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3.6.8 イオンクロマトグラフ法による窒素酸化物，硫黄酸化物及び塩化水

素の同時分析法（附属書）  
 

3.6.8.1 概要 

試料ガス中の窒素酸化物，硫黄酸化物，塩化水素を吸収液に吸収させて，イオンク

ロマトグラフに注入しクロマトグラムを得る。硝酸イオン，硫酸イオン，塩化物イオ

ンの濃度から，試料ガス中の窒素酸化物，硫黄酸化物，塩化水素の濃度を算出する。

亜硝酸イオンが存在する場合は，その濃度を測定して合算する。  

3.6.8.2 適用条件 

 試料ガス中の窒素酸化物，硫黄酸化物，塩化水素の測定に適用できる。真空フラス

コ法と注射筒法がある。  

3.6.8.3 分析用試料溶液の調製 

 3.6.2 .3  3)と同じ。  

3.6.8.4 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。  

3.6.8.5 試薬溶液の調製 

 3.6.5 .3 のイオンクロマトグラフ法に準じる。これ以外の試薬溶液の調製を示す。  

1)  硫酸イオン標準液（ 1000 mg/L）：硫黄酸化物の 3.5.3 .3  1)による。  

2)  塩化物イオン標準液（ 1000 mg/L）：塩化水素の 3.9.3 .3  1)による。  

3.6.8.6 装置及び器具 

 3.6.5 .4 のイオンクロマトグラフに準じる。  

3.6.8.7 定量操作 

 3.6.5 .5 のイオンクロマトグラフ法に準じるが，クロマトグラム上の硝酸イオン，亜

硝酸イオン，硫酸イオン，塩化物イオンのピーク面積又はピーク高さから分析用試料

溶液中のそれぞれのイオン種の濃度を求める。  

3.6.8.8 濃度の算出 

1)  窒素酸化物濃度  

3 .6 .5 .6 による。  

2)  硫黄酸化物濃度  

次の式により，試料ガス中の硫黄酸化物の濃度を算出する。  = 0.667 × ( − ) × 100 × 10  

= 0.233 × ( − ) × 100 × 10  = × 2.86 
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ここで， ：  試料ガス中の硫黄酸化物を二酸化硫黄として表したとの  

質量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の硫黄酸化物の体積百万分率（ ppm）  

 ：  分析用試料溶液中の硫酸イオン濃度（mg/mL）  

 ：  吸収液（空試験液）中の硫酸イオン濃度（mg/mL）  

 ：  標準状態の試料ガス採取量（mL）  

 

3)  塩化水素濃度  

次の式によって，試料ガス中の塩化水素の濃度を算出する。  = 1.03 × ( − ) × 100 × 10  

= 0.632 × ( − ) × 100 × 10  = × 1.63 

 

ここで， ：  試料ガス中の塩化水素の質量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の塩化水素の体積百万分率（ ppm）  

 ：  分析用試料溶液中の塩化物イオン濃度（mg/mL）  

 ：  吸収液（空試験液）中の塩化物イオン濃度（mg/mL）  

 ：  標準状態の試料ガス採取量（mL）  

 


