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3.8  排ガス中の塩素分析方法（JIS K 0106）2010 年 

 

3.8.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中の塩素を測定するための分析方法，概要及び定量範囲を表 3.8.1 に示す。  

表 3.8.1  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  

2 ,2’- ア ジ ノ ビ ス

（ 3-エチルベンゾ

チ ア ゾ リ ン -6-ス

ルホン酸）吸光光

度法（ABTS 法）  

試料ガス中の塩素を 2，2’-アジノビス（ 3-エ

チルベンゾチアゾリン -6-スルホン酸）吸収

液に吸収して，発色させ，吸光度（ 400 nm）

を測定し，試料ガス中の塩素濃度を算出す

る。  

0 .1～ 2.0 mg/m3  

(0 .03～ 0.63 ppm) 

4-ピリジンカルボ

ン酸 -ピラゾロン

吸光光度法  

（ PCP 法）  

試料ガス中の塩素を p-トルエンスルホンア

ミド吸収液に吸収する。これに少量のシア

ン化カリウム溶液を加えて塩化シアンとし

た後， 4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン溶

液で発色させ，吸光度（ 638 nm）を測定し，

試料ガス中の塩素濃度を算出する。  

0 .25～ 5.0 mg/m3  

(0 .08～ 1.6 ppm) 

イ オ ン ク ロ マ ト

グラフ法  

（ IC 法）  

試料ガス中の塩素を p-トルエンスルホンア

ミド吸収液に吸収する。これに少量のシア

ン化カリウム溶液と水酸化カリウ溶液を加

えシアン酸イオンとした後，イオンクロマ

トグラフに注入し，クロマトグラムを得る。

シアン酸イオンの濃度から，試料ガス中の

塩素の濃度を算出する。  

1 .3～ 25 mg/m3  

(0 .4～ 7.9 ppm) 

＊定量範囲の（ ）内は体積分率 

 

3.8.2 試料ガスの採取方法 

3.8.2.1 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)  2,2’-アジノビス（ 3-エチルベンゾチアゾリン -6-スルホン酸）吸光光度法：吸収瓶

(50mL)を 2 個連結して用いる。  

2)  吸収液 ABTS 溶液（ 0.1 g/L）： 2,2’-アジノビス（ 3-エチルベンゾチアゾリン -6-ス

ルホン酸アンモニウム（ABTS アンモニウム） 0.1 g を緩衝液（ pH7） 100 mL に溶

かし，硫酸（ 0.02 mol/L）を加えて 1L とする。この溶液の保存期間は，冷暗所で

2 日間である。  
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3)  4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン吸光光度法及びイオンクロマトグラフ法：吸収

瓶 (50 mL)を 2 個連結して用いる。  

4)  吸収液（ p -トルエンスルホンアミド溶液）(1 .0  g/L)：p -トルエンスルホンアミド 0.1 

g を水 100 mL に加え，水浴上で 50～ 60 ℃に加熱し，よく振り混ぜて溶かした後，

室温に戻す。  

 

3.8.2.2 分析用試料溶液の調製 

1)  ABTS 吸光光度法の場合  

① 試料採取操作を終了後，全量フラスコ 50 mL に吸収瓶  の内容液を直ちに移

し，更に吸収瓶などを水で洗浄し，全量フラスコに加える。  

② 水を標線まで加えて密栓する。これを分析用試料溶液とする。 

2) PCP 吸光光度法及び IC 法の場合  

① 試料採取操作を終了後，全量フラスコ 50 mL に吸収瓶  の内容液を直ちに移

し，更に吸収瓶などを水で洗浄し，全量フラスコに加える。  

② 水を標線まで加えて密栓する。これを分析用試料溶液とする。この溶液は，

PCP 吸光光度法及びイオンクロマトグラフ法の両方に用いることができる。  
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3.8.3 2,2'-アジノビス（3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸）吸光光度法 

3.8.3.1 適用条件 

この方法は，窒素酸化物（特に二酸化窒素）の影響を大きく受けるので，燃焼排ガ

ス中の塩素の分析には適用できない。塩素の濃度が高い場合は，分析用試料溶液を希

釈して測定する。  

 

3.8.3.2 試薬 

酢酸，次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素 50～ 120 g/L），チオ硫酸ナトウム五水

和物，炭酸ナトリウム，よう化カリウム，でんぷん（溶性），よう素酸カリウム（容量

分析用標準試薬）  

 

3.8.3.3 試薬溶液の調製 

1)  酢酸  (1＋ 1)  

2)  0.05mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液：チオ硫酸ナトリウム五水和物 13 g 及び炭酸

ナトリウム 0.2 g を，溶存酸素を含まない水 1 L に溶かし，気密容器に入れて 2

日間放置する。その後，よう素酸カリウムを用いて標定する。  

3)  でんぷん溶液：でんぷん（溶性）1 g を水約 10 mL とよく混和し，熱水 200 mL 中

にかき混ぜながら加える。約 1 分間煮沸し，冷却する。使用時に調製する。  

4)  塩素（ Cl2）標準液  (1.0  mg/mL)：全量フラスコ 100 mL に，次亜塩素酸ナトリウ

ム溶液（有効塩素 50～ 120 g/L）100/N  ｍ L（ N：有効塩素 g）をとり，水を標線ま

で加える。使用時に調製する。適宜希釈して検量線の作成に用いる。  

有効塩素質量濃度  (N’)  の求め方は， JIS K 0106 の本文参照。  

5)  吸収液：ABTS 溶液： 3.8.2 .1  2)に同じ。  

 

3.8.3.4 定量操作 

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 25 mL に塩素標準液  (0 .01 mg/mL) 0 .1～ 2.0 mL をとる  

             ↓←吸収液，20 mL 

             ↓←水 

         全量を25 mL とする  

             ↓ 

この溶液の一部を吸収セルにとる  

             ↓ 

吸収液を対照液として吸光度（ 400 nm）を測定する  

             ↓ 

  塩素の濃度(mg/mL)と吸光度との関係線を作成する  
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2)  定量操作  

分析用試料溶液の一部を吸収セルにとる  

              ↓ 

吸収液を対照液として吸光度（ 400 nm）を測定する  

           ↓ 

   検量線から塩素の濃度a(mg/mL)を求める  

 

3.8.3.5 塩素濃度の算出  

次の式によって，試料ガス中の塩素の濃度を算出する。  

 = × 50 × 1000 

= 0.316 × × 50 × 1000 = × 3.16 

ここに，  Cw： 試料ガス中の塩素の質量濃度  (mg/m3 )  

 C v： 試料ガス中の塩素の体積分率  (  ppm) 

 a： 分析用試料溶液中の塩素の濃度  (mg/mL) 

 V S： 標準状態の試料ガス採取量  (L) 
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3.8.4 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法 

3.8.4.1 適用条件  

この方法は，二酸化窒素が共存しても，その影響を受けない。塩素の濃度が高い場

合は，分析用試料溶液を希釈して測定する。  

 

3.8.4.2 試薬 

次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素 50～ 120 g/L），シアン化カリウム，りん酸水

素二ナトリウム，りん酸二水素カリウム，3-メチル -1-フェニル -5-ピラゾロン，4-ピリ

ジンカルボン酸ナトリウム，N,N -ジメチルホルムアミド  

 

3.8.4.3 試薬溶液の調製  

1)  シアン化カリウム溶液  (10 g/L) シアン化カリウム1 g を水 100 mL に溶かした

もの。冷蔵庫に保存すれば１ｹ月間使用できる。  

2)  りん酸緩衝液  (pH7.2)   りん酸水素二ナトリウム17.8 g を水約 300 mL に溶かし

た溶液に，りん酸二水素カリウム溶液（ 200 g/L）を pH 値が 7.2 になるまで加え

た後，水で 500 mL にする。  

3)  4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン溶液 3-メチル -1-フェニル -5-ピラゾロン 0.3 g

を N,N -ジメチルホルムアミド 20 mL に溶かす。別に 4-ピリジンカルボン酸ナト

リウム 1.8 g を水約 50 mL に溶かし，両液を合わせ水を加えて 100 mL とする。  

注 この溶液は冷蔵庫に保存すれば約2 週間は安定であるが，黄色に着色した場

合は使用しない。  

4)  塩素（ Cl2）標準液  (1.0  mg/mL) 3.8.3 .3  4)に同じ。  

5)  吸収液（ p -トルエンスルホンアミド溶液）： 3.8.2 .1  4)に同じ。  

 

3.8.4.4 定量操作  

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 25 mL に塩素標準液  (0 .01 mg/mL) 0 .1～ 2.0 mL をとる  

             ↓←吸収液，8mL 

             ↓←シアン化カリウム溶液(10 g/L)，  0 .5  mL 

     栓をして2 回静かに転倒した後，室温で約 5 分間放置する (CNCl)  

             ↓←りん酸緩衝液(pH7.2)， 5 mL 

             ↓←4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン溶液， 5 mL 

             ↓←水 

          全量を25 mL とする  

             ↓ 

栓をして 2 回静かに転倒した後， 25±2 ℃の水浴中で約 30 分放置する  
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        ↓ 

この溶液の一部を吸収セルにとる  

              ↓ 

吸収液から同様に調製した液を対照液として吸光度（ 638 nm）を測定する  

           ↓ 

  塩素の濃度(mg/mL)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 25 mL に，分析用試料溶液を正確に v mL とる  

              ↓←シアン化カリウム溶液(10 g/L)， 0.5 mL 

     栓をして2 回静かに転倒した後，室温で約 5 分間放置する (CNCl)  

             ↓←りん酸緩衝液(pH7.2)， 5 mL 

             ↓←4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン溶液， 5 mL 

             ↓←水 

          全量を25 mL とする  

             ↓ 

栓をして 2 回静かに転倒した後， 25±2 ℃の水浴中で約 30 分間放置する  

        ↓ 

この溶液の一部を吸収セルにとる  

              ↓ 

吸収液から同様に調製した液を対照液として吸光度（ 638 nm）を測定する  

          ↓  

  検量線から塩素の濃度a(mg/mL)を求める  

 

3.8.4.5  塩素濃度の算出  

次の式によって，試料ガス中の塩素の濃度を算出する。  

= × 25 × 50 × 1000 

 = 0.316 × × 25 × 50 × 1000 

 = × 3.16 
 

 

ここに，  CW： 試料ガス中の塩素の質量濃度  (mg/m3 )  

 CV： 試料ガス中の塩素の体積百万分率  (ppm) 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.08 排ガス中の塩素分析方法 

 7 © JEMCA 2021 

 a： 分析用試料溶液中の塩素の濃度  (mg/mL) 

 v： 分析用試料溶液の分取量 (mL)，通常 10 mL 

 V S： 標準状態の試料ガス採取量  (L) 

 

3.8.4.6 注意 

この廃液には，有害なシアン化物イオンを含んでいるので次亜塩素酸ナトリウム溶

液で分解処理をするか，シアン含有廃液として処分する。  
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3.8.5  イオンクロマトグラフ法   

3.8.5.1  適用条件 

この方法は，二酸化窒素が共存しても，その影響を受けない。塩素の濃度が高い場

合は，分析用試料溶液を希釈して測定する。  

 

3.8.5.2  試薬 

 次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素50～ 120 g/L），シアン化カリウム，水酸化カ

リウム，炭酸ナトリウム，炭酸水素ナトリウム，硫酸  

 

3.8.5.3 試薬溶液の調製 

1)  シアン化カリウム溶液  (10 g/L)：  3 .8 .3 .4  1)に同じ。  

2)  水酸化カリウム溶液 (0 .1  mol/L)：  水酸化カリウム 1.4 g を水 250 mL に溶かした

もの。  

3)  塩素（ Cl2）標準液  (1.0  mg/mL)： 3.8.3 .3  4)に同じ。  

4)  吸収液（ p -トルエンスルホンアミド溶液）（ 1.0g/L）： 3.8.2 .1  4)に同じ。  

5)  溶離液：装置の種類及び使用する分離カラムの種類によって異なる。使用する

装置及び分離カラムに最適なものを用いる。溶離液は，3.5.3 .3  2)溶離液を参照。  

6)  再生液（除去液）：装置及びサプレッサの種類に最適なものを用いる。再生液は，

3.5.3 .3  3)再生液を参照。  

 

3.8.5.4  イオンクロマトグラフ  

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。その一例を写真 3.5.1 に示す。  

装置及び器具は， 3.5.3 .4 装置及び器具を参照。  

 

3.8.5.5  定量操作 

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 25 mL に塩素標準液  (0 .01 mg/mL) 0 .5～ 10.0 mL をとる  

             ↓←吸収液，8 mL 

             ↓←シアン化カリウム溶液(10 g/L)，  0 .5  mL 

          室温で約 5 分間放置する (CNCl)  

             ↓←水酸化カリウム溶液（0.1 mol/L）， 5 mL 

             ↓←水 

          全量を25 mL とする  

             ↓ 
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25±2 ℃の水浴中で約 10 分間放置する（CNO -にする）  

        ↓ 

この溶液の一部をイオンクロマトグラフに注入する  

              ↓ 

 シアン酸イオン(CNO -)のクロマトグラムを得る  

          ↓ 

同様に空試験液中の CNO -のクロマトグラムを得る  

          ↓ 

 塩素の濃度(mg/mL)と空試験値を補正した CNO -のピーク面積又はピーク高さとの関

係線を作成する  

検量線の作成は，試料測定時ごとに行う。  

 

2)  定量操作  

全量フラスコ 25 mL に，分析用試料溶液を正確に v mL とる  

             ↓←シアン化カリウム溶液(10 g/L)， 0.5 mL 

       室温で約5 分間放置する (CNCl)  

             ↓←水酸化カリウム溶液（0.1 mol/L）， 5 mL 

             ↓←水 

          全量を25 mL とする  

             ↓ 

25±2 ℃の水浴中で約 10 分間放置する（CNO -にする）  

        ↓ 

この溶液の一部をイオンクロマトグラフに注入し，クロマトグラムを得る  

              ↓ 

 シアン酸イオン(CNO -)の濃度 a(mg/mL)を求める  

        ↓ 

同様に空試験液中の CNO -の濃度 b(mg/mL)を求める  

          ↓ 

    検量線から塩素の濃度（mg/mL）を求める  

 

3.8.5.6  塩素濃度の算出 

 次の式によって，試料ガス中の塩素の濃度を算出する。 

= ( − ) × 25 × 50 × 1000 
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= 0.316 × ( − ) × 25 × 50 × 1000 

= × 3.16 

 

ここに，  CW： 試料ガス中の塩素の質量濃度  (mg/m3 )  

 Cv： 試料ガス中の塩素の体積百万分率  (ppm) 

 a： 分析用試料溶液中の塩素の濃度  (mg/mL) 

 b： 空試験液中の塩素の濃度  (mg/mL) 

 v： 分析用試料溶液の分取量 (mL)，通常 10 mL 

 V S： 標準状態の試料ガス採取量  (L) 

 

3.8.5.7 注意 

この廃液には，有害なシアン化物イオンを含んでいるので次亜塩素酸ナトリウム溶

液で分解処理をするか，シアン含有廃液として処分する。  

 


