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3.11 排ガス中のシアン化水素分析方法（JIS K 0109）2014 年 

3.11.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中の硫化水素を測定するための分析方法，概要及び定量範囲を表 3.11.1 に示

す。  

表 3.11.1  分析方法種類，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  概要  定量範囲  

ガスクロマトグ

ラフ法  

（GC 法）  

試料ガスを熱イオン化検出器付きガスクロマ

トグラフに直接導入し，得られたクロマトグ

ラムから，試料ガス中のシアン化水素の濃度

を算出する。  

0 .3～ 41.7 mg/m3  

(0 .2~34.4  ppm) 

4-ピ リ ジ ン カ ル

ボン酸 -ピラゾロ

ン吸光光度法  

（ PCP 法）  

試料ガス中のシアン化水素を水酸化ナトリウ

ム吸収液に吸収させた後， 4-ピリジンカルボ

ン酸 -ピラゾロン溶液を加えて発色させ，吸光

度（ 638 nm）を測定し，試料ガス中のシアン

化水素の濃度を算出する。  

0 .6～ 10.4 mg/m3  

(0 .5~8.6 ppm) 

＊定量範囲の（ ）内は体積分率 

 

3.11.2 試料ガス採取方法 

3.11.2.1 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)  ガスクロマトグラフ法：注射筒を用いて採取する。  

2)  4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン吸光光度法：吸収瓶 (250 mL)を 2 個連結して用

いる。  

吸収液（ 5 mol/L 水酸化ナトリウム溶液）  

 
3.11.2.2 試料ガスの採取，分析用試料ガス及び分析用試料溶液の調製 

1) ガスクロマトグラフ法の場合 

①  ガスクロマトグラフ法の採取操作で得られた注射筒内の試料ガスを分析用試料

ガスとする。  

2)  4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン吸光光度法の場合  

① 試料ガスの採取終了後，吸収瓶内の吸収液をビーカー300 mL に移し，水で吸

収瓶内を洗浄し，ビーカーに加える。  

②   ビーカーの内容液を全量フラスコ 250 mL に入れ，水を標線まで加える。これ

を分析用試料溶液とする。  
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3.11.3 ガスクロマトグラフ法（GC 法） 

3.11.3.1 適用条件 

 この方法は，試料採取時に水分が凝縮しない場合に適用する。 

 

3.11.3.2 使用する試薬，ガス 

  塩酸，水酸化ナトリウム，シアン化カリウム，塩化ナトリウム，硝酸銀，デキス

トリン水和物，ウラニン， p -ジメチルアミノベンジリデンロダニン，アセトン  

 

3.11.3.3 試薬溶液の調製 

1) 塩酸（0.24 mol/L）：塩酸 2 mL を水に溶かして 100 mL とする。  

2) 水酸化ナトリウム溶液（0.1 mol/L）：水酸化ナトリウム 4 g を水に溶かして 1 L

とする。シアン化物イオン標準液の希釈に用いる。  

3)  デキストリン溶液（ 20 g/L）：デキストリン 2 g を水に溶かし， 100 mL とする。

使用時に調製する。  

4) ウラニン溶液（2 g/L）：ウラニン 0.2 g を水に溶かし， 100 mL とする。  

5) p -ジメチルアミノベンジリデンロダニン溶液：（ 0.2 g/L）：p -ジメチルアミノベン

ジリデンロダニン 0.02 g をアセトン 100 mL に溶かす。  

6) 硝酸銀溶液（0.1 mol/L）：硝酸銀 8.5 g を少量の水に溶かした後，褐色の全量フ

ラスコ 500 mL にとり，水を標線まで加える。塩化物イオン標準液を用いて標定

する。標定は， JIS の本文参照。  

7)   シアン化物イオン標準液（ 1.0 mg/mL）：シアン化カリウム 0.63 g を適量の水に

溶かし，全量フラスコ 250 mL に入れ，水酸化ナトリウム溶液（ 0.1 mol/L） 25 mL

を加え，水を標線まで加える。適宜希釈して検量線を作成する。冷蔵庫に保存す

れば１カ月は安定である。また，使用時に標定して用いるとよい。  

 標定は，p -ジメチルアミノベンジリデンロダニン溶液を指示薬とし， p -ジメチル

アミノベンジリデンロダニン溶液で滴定する。 JIS の本文参照。  

8) シアン化物イオン標準液（0.04 mg/mL）：全量フラスコ 250 mL に 7)のシアン化

物イオン標準液（ 1 mg/mL）10 mL をとり，水酸化ナトリウム溶液（ 0.1 mol/L）を

標線まで加える。使用時に調製する。  

9) シアン化物イオン標準液（0.004 mg/mL）：全量フラスコ 100 mL に 8)のシアン

化物イオン標準液（ 0.04 mg/L）10 mL をとり，水酸化ナトリウム溶液（ 0.1 mol/L）

を標線まで加える。使用時に調製する。  

 

3.11.3.4  装置及び器具 

1) 試料導入器具（気体用シリンジ） 

2) ガスクロマトグラフ装置 
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3) カラム：充てんカラム，キャピラリーカラム 

4) 熱イオン化検出器 

 

3.11.3.5 ガスクロマトグラフの分析条件 

 分析条件は，使用するカラムの種類及び機器によって最適条件が異なるので，各機

器の操作手引書を参考にして操作する。  

 

3.11.3.6 定量操作 

1)  検量線の作成  

 数個の全量フラスコ10 mL に CN -標準液（ 0.004～ 0.04 mg/mL）の一定量（ 1～ 4 mL）

をとり，NaOH（ 0.1 mol/L）を加えた後，塩酸（ 0.24 mol/L）を標線まで加える  

↓  

検量線用標準液 10 μL を装置に導入し，クロマトグラムを得る  

↓  

シアン化物イオンの質量（ ng）と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  

分析用試料ガスを装置に導入し，クロマトグラムを得る  

↓  

検量線からシアン化物イオンの質量 a (ng)を求める  

↓  

同様に空試験ガス中のシアン化物イオンの質量 b (ng)を求める  

 
3.11.3.7 濃度の算出 

次の式により，試料ガス中のシアン化水素の濃度を算出する。  

 = 1.04 × ( − )
 

= 0.861 × ( − )
 = × 1.21 

 

 ここで，  ：試料ガス中のシアン化水素の質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中のシアン化水素の体積分率（ ppm）  

  ：分析用試料ガス中のシアン化物イオンの質量 (ng) 

 b ：空試験ガス中のシアン化物イオンの質量 (ng)  

  ：試料ガス導入量（mL）  
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3.11.4 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法（PCP 法） 

3.11.4.1 適用条件 

 この方法は，ハロゲンなどの酸化性ガス及びアルデヒド類，硫化水素，二酸化硫黄

などの還元性ガスが共存すると影響を受けるので，その影響を無視できる場合に適用

する。  

 

3.11.4.2 使用する試薬 

酢酸，りん酸水素二ナトリウム，りん酸二水素カリウム， p-トルエンスルホンク
ロロアミドナトリウム三水和物（クロラミン T）， 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四水和物，N,N-ジメチルホルムアミド，フェ
ノールフタレイン，エタノール（ 95），シアン化カリウム  

 

3.11.4.3 試薬溶液の調製 

1) 酢酸（1+1）  
2) 酢酸（1+8）  
3) 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。  

4) フェノールフタレイン溶液（1 g/L）：フェノールフタレイン 0.1 g をエタノール
50 mL に溶かし，水を加えて 100 mL とする。  

5) p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物（クロラミン T）溶液（ 10 
g/L）：p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物 0.62 g を水に溶かし
て 50 mL とする。この溶液は， 10 ℃以下の冷蔵庫に保存すれば約１週間は使用
できる。  

6) 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。  
7) シアン化物イオン標準液 (1.0 mg/mL)  3.11.3.3 7)に同じ。適宜希釈して検量
線の作成に使用する。  

 

3.11.4.4 装置及び器具 

分光光度計又は光電光度計を用いる。  
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3.11.4.5 定量操作 

1)  検量線の作成   

数個の全量フラスコ 50 mL に CN -標準液  (0.001 mg/mL)0.5～ 10 mL をとる  

             ↓←水 

        約25 mL とする  

             ↓←フェノールフタレイン溶液（1 g/L） ,1 滴  

             ↓←酢酸（1+1）  

        栓をして静かに液を混ぜる 

             ↓←りん酸緩衝液 (pH7.2),10 mL  

             ↓←クロラミンT 溶液（ 10g/L） ,0 .5mL 

        栓をして室温で5 分間放置  

             ↓←4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン溶液 ,10 mL 
             ↓←水を標線まで加える 

       25 ℃，水浴中で 30 分間放置  

             ↓ 

空試験液を対照として吸光度（ 638 nm）を測定  

           ↓ 

   シアン化物イオンの質量(mg)と吸光度との関係線を作成する  

 

2)  定量操作  

分析用試料溶液 v mL を全量フラスコ 50 mL に入れる  

             ↓←フェノールフタレイン溶液（1 g/L） ,1 滴  

             ↓←酢酸（1+1）で中和  

       栓をして静かに液を混ぜる 

             ↓←りん酸緩衝液 (pH7.2),10 mL  

             ↓←クロラミンT（ 10 g/L）溶液 ,0 .5  mL 

        栓をして室温で5 分間放置  

             ↓←4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン溶液 ,10 mL 
             ↓←水を標線まで加える 

          25 ℃，水浴中で 30 分間放置  

             ↓ 

空試験液を対照として吸光度（ 638 nm）を測定  

             ↓ 

     検量線からシアン化物イオンの質量a(mg)を求める  
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3.11.4.6 濃度の算出 

次の式により，試料ガス中のシアン化水素の濃度を算出する。  

= 1.04 × × 250 × 1000 

= 0.861 × × 250 × 1000 = × 1.21 

 

 ここで，  ：試料ガス中のシアン化水素の質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中のシアン化水素の体積百万分率（ ppm）  

  ：分析用試料溶液中のシアン化物イオンの質量（mg）  

 v ：分析用試料溶液 250 mL に対する分取量（mL）  

  ：標準状態の試料ガス採取量（ L）  

 

 


