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3.12 排ガス中の水銀分析方法(JIS K 0222) 1997 年 

 現行の JIS K 0222 は燃料などの燃焼，鉱石のばい焼，金属製錬，汚泥や廃棄物の処

理などの排ガス中のガス状水銀を分析する方法であり，湿式吸収－還元気化原子吸光

分析法によるガス状全水銀の分析，金アマルガム法を用いたガス状金属水銀の分析，

及びガス状二価水銀を湿式還元するガス状全水銀の連続測定法から成る。 2018 年 4

月の改正大気汚染防止法の施行によって，水銀排出施設に排ガス中の水銀測定が義務

付けられ，環境省告示第 94 号に JIS K 0222 の吸収液を用いた分析法を拡張した方法

が定められた。主な拡張のポイントは，ダストとして排出される水銀 (粒子状 )とガス

として排出される水銀を並行して採取し，それぞれを分析し排ガス中の全水銀濃度と

するもので，前者は JIS Z 8808 に基づきダストをサンプリングしダスト中の水銀を分

析するのに対し，後者は JIS K 0222 の吸収液による分析のサンプリング時間，吸引

ガス量を拡大し，測定下限値を引き下げている。  

水銀排出規制の決定の際には， 5 年を目処に種々の見直しを行うことが定められ，

2020 年現在，水銀測定法の再検討が進んでいる。2021 年度以降に，環境省告示法の見

直し， JIS K 0222 の改正に反映される計画となっている。  

測定法に関する主な見直しのポイントは，粒子状水銀とガス状水銀を一括でサンプ

リングするもので，ダストを濾紙で捕集したのち，フィルターを通過したガスの全量

を吸収液に導入するメインストリームサンプリング，メインストリーリームサンプリ

ングでは吸収液に導入するガス量が多すぎる場合，フィルターを通過したガスの一部

を分岐し吸収液に導入するサイドストリームサンプリングの導入であり，環境省告示

法，JIS 改正のいずれにも採用される見込みである。さらに JIS では，金アマルガム法

の全水銀の測定への対応，自動分析計の JIS B7994 排ガス中の水銀濃度自動計測器へ

の移行，及び最新の JIS 様式への適合が予定されている。  

 

3.12.1 分析方法の種類と概要 

JIS K 0222-1997 の分析方法の種類と概要を表 3.12.1 に示す。  

表 3.12.1 分析方法の種類及び概要 

分析方法の種類  概  要 定量範囲  

湿式吸収 －還元気化原子

吸光分析法  

排ガス中のガス状全水銀の定量  水銀量として  

1～ 1000 ng 

金アマルガム捕集 －加熱

気化原子吸光分析法  

排ガス中のガス状金属水銀の定

量  

水銀量として  

0 .01～ 1000 ng 

連続測定法  排ガス中のガス状全水銀の連続

分析  

水銀濃度として  

1  μ /m3～ 5 mg/m3  
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3.12.2 湿式吸収－還元気化原子吸光分析法 

3.12.2.1 試料ガス採取方法 

(1)  試料ガス採取の一般的な事項は JIS K 0095 による。流速の分布が均一な位置を採

取位置に選ぶ。  

(2)  採取管：ほうけい酸ガラス，石英ガラス，チタン又はセラミック製とし，その先端

または途中にシリカウールまたは無アルカリガラスウールを詰め，ろ過材とする。

排ガス中の水分が凝縮しないように，必要に応じて加熱又は保温する。  

(3)  導管：四ふっ化エチレン樹脂製とする。排ガス中の水分が凝縮しないように，必要

に応じて加熱又は保温する。（加熱の必要がない場合には，特殊塩化ビニル樹脂製

の導管を用いることができる。）  

(4)  吸収液：等溶の過マンガン酸カリウム溶液（ 3 g/L）と硫酸 (1+15)とを混合する。着

色ガラス瓶に保存する。  

(5)  吸収瓶：あらかじめ硝酸 (1+9)及び水で洗浄し乾燥した，容量 250 mL のものを用

いる。吸収液を 100 mL 入れ， 2 本直列につなぎ，冷却槽に入れて冷却する。  

(6)  吸引量：吸引流量を 0.5～ 1.0 L/分とし，吸引量は 20 L 程度とする。ただし，吸収

液の色が消失するまで吸引してはならない。  

 

3.12.2.2 試料採取操作 

採取操作は，次による。 

吸収瓶に吸収液を入れる  

 

ガス採取管内を試料ガスで置換する  

 

流路切替コックを吸収瓶側に回し，ガスメーターの指示値を読みとる  

 

ポンプのスイッチを入れ，試料ガスの採取する  

 

試料ガスの温度，ゲージ圧，大気圧を測定する  

 

約 20L 採取し，ポンプを止め，ガスメーターの指示値を読みとる  

※この間に液の色が消失する場合は、吸引を停止する。  
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A:ろ過材  

E :吸収瓶  

I :吸引ポンプ  

B :試料ガス採取管  

F :冷却槽  

J :流量調節コック  

C :保温ヒーター  

G :流路切替コック  

K :湿式ガスメーター  

D :バイパス  

H :乾燥管  

 

図 3.12.1 試料採取装置の構成の例 

 

3.12.2.3 分析試料の調製 

試料の調製は，次による。 

 

試料ガスを通じた吸収液をフラスコに移す  

吸収瓶を少量の塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液(20 g/L)及び

水で洗い，フラスコに加える 

 

還流冷却器を取り付け，静かに加熱する  

 

1 時間煮沸する  

※この間に液の色が消失する場合は温度を約 6 0  ℃に下げ  
過マンガン酸カリウム溶液 (5 0  g /L )  2  mL を加えて再煮沸する。  
色が 1 0 分間残るまでこの操作を繰返す。  

 

温度を 40 ℃以下に冷却  

←  溶液を振り混ぜながら塩化ビドロキシルアンモ
ニウム溶液 (200 g/L)を滴加  

過剰の過マンガン酸カリウムを分解する  

 

冷却後，溶液を全量フラスコ 500 mL に移し水を標線まで加え分析用試料溶液とする  

 

試料溶液と同量の吸収液について同様の操作を行い，空試験用溶液とする  
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3.12.2.4 分析方法 

試料の分析は，次による。 

 

測定装置に定められた試料溶液の適量を還元容器にとる  

← 硫酸(1+35)を添加 (測定装置に定められた量 )  

← 塩化すず(Ⅱ )溶液を添加 (手早く )  

塩化すず (Ⅱ )二水和物 1 0  g を硫酸 (1＋ 2 0 )  60  mL に

溶かし，水を加えて  1 0 0  mL としたもの。  

空気ポンプを作動させて空気を流す  

 

(発生した水銀を吸収セルに導く )  

 

波長 253.7 nm における吸収を測定する  

 

バイパスコックを回して吸収の指示値が元の値となるまで通気を続ける  

※密閉循環方式の場合  

 

試料溶液採取量と同量の溶液をとり，空試験を行い試料の指示値を補正する  

 

検量線を用いて試料中の水銀の質量を求め，試料ガス中の水銀濃度を算出する  
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A:還元容器  
B :乾燥管  
C :吸収セル  

D :空気ポンプ  
E :水銀除去装置  
F :バイパスコック  

 A :還元容器  
B :乾燥管  
C :流量計  

D :吸収セル  
E :空気ポンプ   
F :水銀除去装置  

密閉循環方式の例   開放送気方式の例  

図 3.12.2 分析装置の構成 

 

3.12.2.5 検量線の作成 

・水銀標準液を段階的に還元容器にとり，試料溶液と同様の操作を行う。  

・使用した水及び硫酸 (1+35)について，試料溶液と同様の操作を行って空試験値を求

め，指示値を補正する。  

・補正された指示値と水銀の質量との関係線を作成し，検量線とする。検量線の作成

は試料測定時に行う。  

 

3.12.2.6 濃度の算出 

水銀の濃度は次の式により算出する。  = × × 1
 

    ここで C：  水銀の質量濃度 (μg/m3 )  

        A：  検量線から求めた水銀の質量 (ng) 

        v：  試料溶液の体積 (mL) 

        v 1：  分取した試料溶液の体積 (mL) 

        V S：  標準状態の試料ガス採取量 (L) 
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3.12.3 金アマルガム捕集－加熱気化原子吸光分析法 

3.12.3.1 試料ガス採取方法 

(1)  試料ガス採取の一般的な事項は JIS K 0095 による。流速の分布が均一な位置を採

取位置に選ぶ。  

(2)  採取管：ほうけい酸ガラス，石英ガラス，チタン又はセラミック製とし，その先

端または途中にシリカウールまたは無アルカリガラスウールを詰め，ろ過材とす

る。排ガス中の水分が凝縮しないように，必要に応じて加熱又は保温する。  

(3)  導管：四ふっ化エチレン樹脂製とする。排ガス中の水分が凝縮しないように，必

要に応じて加熱又は保温する。（加熱の必要がない場合には，特殊塩化ビニル樹

脂製の導管を用いることができる。）  

(4)  ガス洗浄瓶：緩衝液 100 mL を入れたガス洗浄瓶。  

(5)  除湿瓶：容量 250 mL の空のガス洗浄瓶。  

(6)  水銀捕集管：石英ガラス管に石英ガラスウール，捕集剤 80～ 200 mg，石英ガラス

ウールの順に充塡したもの。  

(7) 試料採取：試料採取装置を用いて，洗煙後の試料ガスを一定時間，0.5～ 1.0 L/分

の流量で水銀捕集管に通し，水銀の捕集量が 1 μg 以下となるように，通気量を調

節する。採取後は速やかに捕集管をガラス製試験管に入れ，ブチルゴム製栓で密

封する。空試験値測定のため，試料ガスを通していない水銀捕集管を用意する。  

 

 
 

 

       

図 3.12.3 試料採取装置の構成の例 

  

A：ろ過材         B：試料ガス採取管  C：保温材         D：ガス洗浄瓶 

E：除湿瓶         F：冷却水槽        G：水銀捕集管    H：バイパス 

I：流路切換コック J：吸引ポンプ      K：流量調節コック L：湿式ガスメーター 
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図 3.12.4 水銀捕集管の例  単位 mm 

 

 

 

 

 

写真 3.12.1 水銀捕集管の例 

 

3.12.3.2 試薬及び装置 

・活性炭： 840 μm 程度のもの  

・緩衝液：中性りん酸塩 pH 標準液（ JIS K 8802 に規定するもの）  

・キャリヤーガス：水銀を除去した空気又は不活性ガス  

・水銀標準ガス：図 3.12.5 に水銀標準ガス調製装置の例を示す。容器に少量の水銀を

入れ，一定温度の室内に 1 時間以上放置する。容器内の温度を温度計で読み取り，表

3.12.2 によって容器内の水銀濃度を求める。この一定量をガスタイトシリンジで採取

し，水銀標準ガスとする。  

 

 

A:水銀  

B:容器 (500～ 1000 mL) 

C:シリコン栓  

D:ガスタイトシリンジ  

E:温度計 (最小目盛 0.1℃ )  

F:シリコン栓  

G:断熱材  

図 3.12.5 水銀標準ガス調製装置の例 
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表 3.12.2 温度－飽和水銀濃度の例 

温度  ℃  水銀濃度  ng/mL 

0.0  2 .179 

5.0  3 .516 

10.0 5 .567 

15.0 8 .630 

20.0 13.179 

 

・装置：水銀除去フィルター，加熱気化炉，除湿瓶，ガス洗浄瓶，水銀再捕集炉，流

路切換コック，吸収セル，吸引ポンプ，流量計，水銀除去装置，水銀再捕集管などに

よって構成する。装置の構成の例を図 3.12.6 に示す。  

 
A：水銀除去フィルター  B：加熱気化炉  C：ガス洗浄瓶  D：除湿瓶  

E：水銀再捕集炉  F：流路切換コック  G：吸収セル  H：水銀除去装置  

I：吸引ポンプ  J：流量調節コック  K：流量計  L：水銀再捕集管  

図 3.12.6 加熱気化装置の構成の例 
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3.12.3.3 分析操作 

試料の分析操作は，次による。  

水銀捕集管を加熱気化炉に挿入する  

 

キャリアーガスを流速 0.2～ 0.5 L/分で通じながら  

600～ 800 ℃に約 3 分間加熱する  

※発生した水銀を再捕集管に導く  

 

流路切換コックを切り換える  

※キャリヤーガスを吸収セルに導く  

 

捕集管を 500～ 800 ℃の一定温度で加熱する。  

※発生した水銀を吸収セルに導く。  

 

波長 253.7 nm における吸収のピーク高さ又は面積を測定する  

 

空試験値測定用の水銀捕集管を用い試料と同様の操作を行い，空試験値を求める  

 

検量線によって水銀の質量を求め，試料ガス中の水銀濃度を算出する  

 

3.12.3.4 検量線の作成 

・水銀除去フィルターを外し，水銀標準ガス 0.1～ 10 mL をガスタイトシリンジで段階

的にとり，吸引ポンプを作動させながら水銀捕集管に導き，水銀を捕集する。  

・ 3.12.3 .3 の操作を行う。  

・標準ガスを導入した後，水銀除去フィルターを装着する。  

・水銀の質量と測定値との関係線を作成し，検量線とする。検量線の作成は定量時に

行う。  

 

3.12.3.5 濃度の算出 

水銀の濃度は次の式により算出する。  = ( − ) × 1
 

    ここに C：  水銀の質量濃度 (μg/m3 )  

        A：  検量線から求めた水銀の質量 (ng) 

       A 0：  空試験値 (ng) 

       V S：  標準状態の試料ガスの採取量 (L) 
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3.12.4 連続測定法 

3.12.4.1 採取位置 

(1)  試料ガス採取の一般的な事項は JIS K 0095 による。流速の分布が均一な位置を採

取位置に選ぶ。  

 

3.12.4.2 装置 

装置は試料採取部，還元気化部，気液分離部及び冷原子吸光装置で構成する。図

3.12.7 に連続測定装置の構成の例を示す。  

(1)  採取管：ほうけい酸ガラス，石英ガラス，チタン又はセラミック製とし，その先端

または途中にシリカウールまたは無アルカリガラスウールのろ過材を詰め，排ガ

ス中のダストへの水銀の吸着を防ぐために 200 ℃以上に加熱する。導管は排ガス

からダストを除去した試料ガスを導くための管で，ふっ化エチレン樹脂製のもの。

水分の凝縮を防ぐため，保温又は加熱し，水銀の吸着を防ぐため，なるべく短くす

る。  

(2)  還元気化部：ダストを除去した試料ガスと還元液を連続的に接触させ，試料ガス

中の水銀を連続的に還元気化させるもので，反応生成物への水銀の付着や管の閉

塞に注意する。  

(3)  気液分離部：気体と液体との分離及び除湿を行う。  

(4)  冷原子吸光装置：冷原子吸光装置は，光源としての低圧水銀放電管，石英ガラス製

吸収セル，検出器及び圧力センサーによって構成する。  

(5)  還元剤溶液：精密分析用塩化すず (Ⅱ )二水和物 90 g を精密分析用又は有害金属測

定用の硫酸 (1＋ 30)に溶かし， 3 L とする。又は， JIS K 9502 に規定する L-アスコ

ルビン酸 50 g に水 700 mL を加え，かき混ぜて溶し，水を加えて l  000 mL とした

もの。  

(6)  水銀標準ガス：水銀標準液を還元気化法によって気化させ，水銀を除去した空気

で希釈したガスを四ふっ化エチレン樹脂袋に採取する方法，還元容器に水銀標準

液を連続的に定量注入しながら，同時に空気を通気する方法，3.12.3 .2 の水銀標準

ガスをシリンジで必要量採取し ,  四ふっ化エチレン樹脂袋に注入し、水銀を除去し

た空気で希釈する方法で，必要な水銀標準ガスを調製する。空気の体積は標準状

態での体積に換算する。  

(7)  ゼロガス： 3.12.3 の水銀捕集管，活性炭などを通して水銀を除去した空気。  
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図 3.12.7 連続測定装置の構成の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A：ろ過材  B：還元気化部  C：導管  D：気液分離部  
E：流路切換コック  F：送液ポンプ  G：排液タンク  H：還元液タンク  
I：ゼロガス用水銀除去フィルター  J：吸収セル  K：圧力センサー  
L：水銀除去フィルター  M：空気ポンプ  N：流量調整器  O：流量計  
P：恒温槽  
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3.12.4.3 操作 

測定操作は次による。  

加熱部分，恒温槽などが設定温度になるまで待つ  

 

還元液送液ポンプを起動して，還元液を還元気化部に送液する  

 

試料ガスを水銀除去フィルターの経路を通して通気する  

 

ゼロ校正を行う  

指示計の指示又は記録計の指示が安定し

た後，増幅器を調整してゼロに合わせ

る。  

水銀濃度測定モードにする  

※ガス経路を試料ガス側 (水銀除去フィルターの経路をバイパスする。 )にす

ると水銀濃度測定モードとなり，連続測定状態となる。  

 

標準ガス校正を行う  

標準ガスを通気し，指示計又は記録計の

指示が安定した後，増幅器を調整して指

示を標準ガス濃度に合わせる。  

試料ガスを測定する  

 

3.12.4.4 記録計 

記録計は連続濃度，任意の時間ごとの積分値又は平均濃度を記録する。  
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3.12.5 環境省告示法と改正に向けた取り組み 

環境省告示第 94 号では，粒子状水銀とガス状水銀を並行して採取し，それぞれを定

量して，排ガス中の濃度を求め，合算して全水銀とする。  

ガス状水銀及び粒子状水銀の試料採取は，可能な限り同じ開始時間とする。試料採

取時の状況は，異常値や特異値が検出された際の測定結果の検証に必要な情報である

ため，必ず記録する。  

 

3.12.5.1 試料の採取 

(1) ガス状水銀  

a)  器具及び装置  

試料採取に当たっては，JIS K 0095 の 6(試料採取装置 )に規定するほか，次のとおり

とする。試料採取装置の構成の例を下図に示す。なお，器具及び装置は， 5 ％硝酸で

十分洗浄し，空試験によって測定に支障がないことを確認する。  

 

1：ろ過材  2：採取管  3：保温ヒーター  4：バイパス  

5：吸収液  6：冷却槽  7：流路切換コック  8：乾燥管  

9：吸引ポンプ  10：流量調整コック  11：流量計   

 

図 3.12.8 試料採取装置の構成の例 

 

 採取管や導管は、排出ガス温度に応じてほうけい酸ガラス，石英ガラス、四ふっ化

エチレン樹脂製など水銀の付着しにくいものを用いる。吸収瓶は容量 250 mL のもの

を用い， 0.5～ 1 L/分の流量でガスを吸引する。流量計には湿式又は乾式ガスメーター

を用い，ガス流量を 0.1 L/分の単位まで測定できるものとする。  

 

 

  

  

 
 

 

排 ガ ス
流   

5  
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b)  採取方法  

試料採取方法の一般的事項は， JIS K 0095 による。また，試料採取に当たっては，

JIS K 0095 の 6.8 吸収瓶法 (試料ガス量をガスメーターで計測する場合 )によるほか，

次のとおりとする。  

・試料採取位置は流速の分布が均一な位置を選ぶ。  

・あらかじめ 5％硝酸及び水で洗浄し乾燥した吸収瓶に吸収液を 100 mL 入れ，冷却槽

に入れて冷却する。吸収瓶は，ろ過型又は円筒ろ過型のバブラー付きのものが望まし

い。採取に当たっては，吸収瓶は 2 本以上を直列に連結する。  

・二酸化硫黄濃度の高い排出ガスや有機物の多い排出ガスでは，硝酸 (5  ％ ) /過酸化水

素水 (10 ％ )溶液などによる洗浄を行い，洗浄に用いた溶液についても水銀の定量を行

う。  

・排出ガスの洗浄を行う場合は、洗浄のための瓶と吸収瓶との間に空瓶を 1 本置く。  

・最終の吸収液中の水銀濃度が，直前の吸収液中の水銀濃度の 5 ％以下であること。

また，2 本の吸収瓶では吸収能力が不足する場合，1 本目の吸収瓶の交換によって，吸

収液の水銀吸収能力を維持してもよい。  

・吸収流速を 0.5～ 1.0 L/分とし，吸引量は 100 L 程度とする。吸収液の過マンガン酸

カリウムの色が消失するまで吸引してはならない。  

 

(2) 粒子状水銀 

a)器具及び装置  

J IS Z 8808 に基づき，等速吸引 (相対誤差 -5～ +10％の範囲内 )でダストをサンプリン

グする。器具及び装置は，あらかじめ 5 ％硝酸で十分洗浄し，空試験によって測定に

支障がないことを確認しておく。また，ダスト捕集器の位置は， JIS Z 8808 の 9.2(ダ

スト試料採取装置の構成 )の 1 形とする。採取管及びダスト捕集器の温度を煙道の排出

ガスの温度と同じにすることが可能な場合には， JIS Z 8808 の 9.2 の 2 形でもよい。  

採取管は，排出ガス温度に応じてほうけい酸ガラス，石英ガラス，四ふっ化エチレ

ン樹脂など水銀の付着しにくいものを用いる。吸引ノズルの内径は 4 mm 以上とし，

あらかじめ 5 ％硝酸で洗浄し，乾燥して保存する。  

ダスト捕集器は， JIS Z 8808 の 9.3.1 .2b(ダスト捕集器 )に規定するろ紙を用いるダス

ト捕集器とし，ろ紙には， JIS K 0901 に規定する気体中のダスト試料捕集用ろ過材の

性能試験方法によって捕集率，圧力損失，吸湿率，加圧強度及び JIS K 0901 の 5.6 に

おいて規定された金属の含有量が明らかなものを選定する。  

採取管から吸収瓶までの器具を装着した状態で，10～ 40 L/分の流量で排出ガスを吸

引することができるポンプ，排出ガスの流量を 10～ 40 L/分の範囲で 0.1 L/分まで測定

できる湿式または乾式ガスメーターを用いる。  
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b)  採取方法  

試料採取方法の一般的事項は， JIS K 0095 による。また，試料の採取方法は， JIS Z 

8808 の 10(ダスト試料の採取方法 )の規定によることとし， 1000 L 程度以上採取する。 

・試料の採取位置は代表的な性状のガスが採取できる位置とし， JIS Z 8808 の 5(測定

位置，測定孔及び測定点 )  に規定する測定点のうち，可能な限り平均流速に近い地点

(等速吸引が可能な地点 )とする。  

・ JIS Z 8808 に準じて、測定点における排出ガス流速を計算し、試料ガスの採取量及

び採取時間を考慮して吸引流量を算出する。また等速吸引となるようにノズルの内径

を決定する。  

・採取装置の漏れ試験は採取管のノズルの口をふさいで吸引ポンプを作動させ，ガス

メーターの指針が停止していることを確認し，記録する。  

・採取管のノズルを，排出ガスの流れと逆向きにして測定孔から測定点まで挿入し，

ガスメーターの指示値を読み取る。吸引ポンプの作動とともに採取管のノズル方向を

排出ガスの流れに正しく直面させ，等速吸引によって排出ガスを吸引する。  

・採取管のノズルから吸引するガスの流速は，測定点の排出ガス流速に対して相対誤

差 -5～＋ 10 ％の範囲内とする。等速吸引を行っているうちに吸引流量が低下し，等速

吸引が困難な場合には，吸引を一時停止し，捕集部のろ過材などを交換する。  

・試料採取中少なくとも１回は，試料採取点の酸素濃度と採取装置のポンプ出口の酸

素濃度とに差がないことにより漏れがないことを確認し，結果を記録しておく。また，

フィルター捕集部のろ過材の交換などでラインが外された場合には，復帰後に必ず行

う。  

・試料ガスの必要量を採取した後、採取管のノズルを再び排出ガスの流れと逆向きに

して吸引ポンプを停止し，ガスメーターの指示値を読み取った後、採取管を取り出す。  

 なお、ダクト内が負圧の場合は、吸引ポンプを作動させたまま速やかに採取管をダ

クト外に取り出し、ポンプを停止する。  

 

3.12.5.3 分析試料の調製 

(1) ガス状水銀 

a)  試薬  

試薬は必要に応じ、有害金属分析用又は精密分析用の試薬と水 A4(又は A3)を用い，

硫酸 (1＋ 1)，過マンガン酸カリウム溶液 (50 g/L)，塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液

(200 g/L)，塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液 (20 g/L)，硝酸 (5  ％ )  (洗浄用 )を調製す

る。  

 b)  器具及び装置  

分析試料の調製に当たっては，500 mL フラスコ，還流冷却器を用いる。なお，器具

及び装置は， 5 ％硝酸で十分洗浄し，空試験によって測定に支障がないことを確認す
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る。 

3.12.5.4 操作 

(1) ガス状水銀  

 試料ガスを通じた吸収液を吸収瓶(空瓶を含む。以下同じ )ごとに別々のフラスコに

移す。吸収瓶を少量の塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液 (20 g/L)  及び水で洗浄し，

それぞれのフラスコに加える。試料採取に用いた採取管，導管及び吸収瓶について，

5 ％硝酸で洗い，それぞれのフラスコに加える。以下，フラスコごとに操作を行う。  

還流冷却器を取り付け，突沸を避けながら静かに加熱し， 1 時間煮沸する。この間

に，過マンガン酸カリウムの色が消失する場合には，温度を約 60 ℃に下げ，過マンガ

ン酸カリウム溶液 (50 g/L)  2  mL を加え，再び煮沸し，過マンガン酸カリウムの色が約

10 分間残るまでこの操作を繰り返す。温度を 40 ℃  以下に冷却する。試料ガス中に有

機物を含まない場合には，この操作は省略できる。  

溶液を振り混ぜながら塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液 (200 g/L)を滴加し，過剰

の過マンガン酸カリウムを分解する。冷却後，溶液を全量フラスコ 300 mL に移し，水

を標線まで加え，分析用試料溶液とする。  

分析用試料溶液に用いたものと同量の吸収液について，同様な操作を行い，空試験

用溶液とする。  

(2) 粒子状水銀  

以下の方法により，ろ紙全量を湿式酸分解して分析用試料溶液とする。加熱気化－

原子吸光法を用いる場合は，分析用試料溶液の調製を省略できる。  

･  ろ紙を分解フラスコに入れ，水を加えて約 50 mL とする。  

・  分解フラスコを冷水で冷やしながら，硝酸 20 mL を少しずつ加え，静かに混合し

た後，硫酸 (1＋ 1)20 mL を少しずつ加える。  

・  フラスコ内の反応が止むまで冷水中で放置した後，過マンガン酸カリウム溶液 (30 

g/L)20 mL を加えて振り混ぜ，室温で約 15 分間放置する。  

・ 過マンガン酸カリウムの色が消えたときは，溶液の赤紫色が 15分間持続するまで，

マンガン酸カリウム溶液 (30 g/L)を少量ずつ加える。  

・  ペルオキソ二硫酸カリウム溶液 (50 g/L)10 mL を加え，約 95 ℃以上の水浴中に分解

フラスコ溶液部分を浸して２時間加熱する。  

(注 )この加熱操作中に過マンガン酸の色が消えた場合は過マンガン酸  カリウム溶液

(30 g/L)を追加してもよい。  

・液温を約 40℃とし、尿素溶液 (10g/L)10mL を加え、溶液を振り混ぜながら、塩化ヒ

ドロ  キシルアンモニウム溶液 (20g/L)を滴加し、過剰の過マンガン酸カリウムを分解

する。  

・これをガラス繊維又はガラス繊維ろ紙でろ過し，全量フラスコ 200 mL に入れ，  水

を標線まで加え，これを分析用試料溶液とする。  
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3.12.5.5 濃度測定 

(1) ガス状水銀  

a)  試薬  

試薬は必要に応じ、有害金属分析用又は精密分析用の試薬と水 A4(又は A3)を用い，

硫酸 (1+35)、塩化すず (Ⅱ )溶液，水銀希釈用溶液 ,  水銀標準液 (100 mg/L)を調製する。  

b)  器具及び装置  

原子吸光分析装置又は水銀用原子吸光分析装置を用いる。流量計は 0.5～ 3 L/分の流

速が測定できるもの。  

c)  操作手順  

・分析用試料溶液の適量を還元容器にとり，硫酸を試料に添加する。  

・上記溶液の 1/20 量の塩化すず (Ⅱ )溶液を手早く添加し，空気ポンプを作動させてあ

らかじめ設定した最適流速で空気を流し，発生した水銀を吸収セルに導く。  

・波長 253.7 nm における吸収を測定する。  

・空試験溶液について，分析用試料溶液採取量と同量の溶液をとり，上記と同様の操

作を行って吸収の指示値を求め，試料について得られた指示値を補正する。  

・検量線を用いて試料中の水銀の質量を求め，試料ガス中の水銀濃度を式１によって

算出する。  = × × 1
 式 1 

 

C： 水銀の質量濃度 (μg/m3 )  

A： 検量線から求めた水銀の質量 (ng) 

v： 分析用試料溶液の体積 (mL) 

v 1： 分取した分析用試料溶液の体積 (mL) 

V S： 試料ガス採取量 (0℃， 101.32 kPa)  (L)  

 

d)  検量線の作成  

水銀標準液を段階的に還元容器にとり，水銀分析に使用した試料溶液量と同量の水

及び硫酸を添加し，試料分析と同様の操作を行う。使用した水及び硫酸についても空

試験値を求め，指示値を補正する。補正された指示値と水銀の質量との関係線を作成

し，検量線とする。検量線の作成は試料測定時に行う。  

(2) 粒子状水銀  

粒子状水銀の濃度の測定方法には， 3.12.5.5(1)に準じた方法又は加熱気化－原子吸

光法を用いる。ただし，加熱気化－原子吸光法の場合は，粒子状水銀が付着したろ紙

全量を用いて測定する。  
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3.12.5.6 水銀等の濃度の算出 

・ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を合算する。  

・酸素の濃度による補正が必要な場合には，式２によって所定の酸素の濃度に換算し

たものを濃度とする。  = (21− )(21− ) ×  式 2 

 

C： 酸素の濃度 On における水銀濃度 (0℃， 101.32 kPa)  (μg/m3 )  

O n： 施設ごとに定める標準酸素濃度 (％ )  

O S： 排出ガス中の酸素の濃度 (％ )。ただし，排出ガス中の酸素の濃度が 20 ％

を超える場合は，O S＝ 20 とする。  

C S： 排出ガス中の実測水銀濃度 (0  ℃， 101.32 kPa)  (μg/m3 )  

 

表 3.12.3 施設ごとに定める標準酸素濃度 

施  設  の  種  類  O n  (％ )  

一の項，二の項 (石炭燃焼ボイラー等 )  6  

七の項 (セメント製造施設 )  10 

八の項，九の項 (廃棄物焼却炉等 )  12 

(注 )  「施設の種類」は，大気汚染防止法施行規則別表第三の三に掲げる項を示す。  

上表に記載のない項に掲げる施設については，酸素濃度補正は不要。  

・濃度については，ガス状水銀及び粒子状水銀それぞれについて，有効数字 2 桁とし

て 3 桁目以降を切り捨て，検出下限未満の場合には，検出下限未満であったことを表

示する。ただし，表示する桁は，試料ガスにおける検出下限の桁までとし，それより

下の桁は表示しない。なお，試料ガス採取量については， JIS Z 8401 の規定によって

数字を丸め，有効数字 3 桁で表示する。  

・検出下限については，ガス状水銀及び粒子状水銀それぞれについて JIS Z 8401 の規

定によって数値を丸め，有効数字 1 桁で表示する。  

 

3.12.5.7 検出下限及び定量下限 

a)  分析装置の検出下限及び定量下限  

最低濃度の検量線作成用標準液を測定し，定量する。この操作を 5 回以上繰り返し，

得られた測定値から式 3 により標準偏差を求め，その 3 倍を装置の検出下限，10 倍を

装置の定量下限とする。ここでは，測定値の丸めを行わずに標準偏差を算出し，得ら

れた検出下限は，有効数字 1 桁で表し，定量下限は検出下限と同じ桁まで丸める。  
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ここで得られた装置の検出下限が， 1 ng より大きいときには，器具，機器などを確

認して，この値以下になるよう調節する。  

 

= ∑( − )( − 1)  式 3 

 

S： 標準偏差  

X i： 測定値 (ng) 

X： 測定値の平均値 (ng) 

n： 測定回数  

 

b)  測定方法の検出下限及び定量下限  

試料ガスを通じず 3.12.5 .4(1)までの操作を行った吸収液及び試料ガスを通じず

3.12.5 .4(2)までの操作を行ったろ紙に式 4 によって算出した量の水銀溶液を添加し，

測定に用いるのと同量調製し，それぞれ 3.12.5 .5 により測定する。この操作を 5 回以

上繰り返し，得られた測定値から式 3 により標準偏差をガス状水銀及び粒子状水銀に

ついてそれぞれ求め，その 3 倍を測定方法の検出下限，10 倍を測定方法の定量下限と

する。ここでは，測定値の丸めを行わずに標準偏差を算出し，得られた検出下限は有

効数字 1 桁で表し，定量下限は検出下限と同じ桁まで丸める。  

 = ′×  式 4 

 

Q： 水銀の添加量 (ng) 

QL’： 分析装置の定量下限 (ng)  

v： 測定用試料の液量 (mL) 

v i： 分析装置への注入量 (mL) 

c)  試料ガスにおける検出下限及び定量下限  

試料ガスにおける検出下限及び定量下限は，試料ガスの採取量などによって異なって

くるため，式 5 及び式 6 によってガス状水銀及び粒子状水銀についてそれぞれ試料ご

とに求める。  

 = × × 1
 式 5 
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= × × 1
 式 6 

 

 

CD L： 試料ガスにおける検出下限 (0℃， 101.32 kPa)  (μg/m3 )  

CQ L： 試料ガスにおける定量下限 (0℃， 101.32 kPa)  (μg/m3 )  

DL： 測定方法の検出下限 (ng)  

QL： 測定方法の定量下限 (ng)  

v： 測定用試料の液量 (mL) 

v i： 分析装置への注入量 (mL) 

V S： 試料ガスの採取量 (0℃， 101.32 kPa)  (L) 

 

3.12.5.8 空試験 

空試験は，捕集剤，吸収液，前処理時等に使用する試薬などの汚染のレベルを確認

する空試験 (以下「操作ブランク試験」という。 )  と試料ガス採取及び試料の運搬にお

ける汚染を確認するための空試験 (以下「トラベルブランク試験」という。 )  の 2 種類

とする。  

(1)  操作ブランク試験  

操作ブランク試験は，測定用試料の調製又は分析装置への導入操作などに起因する

汚染を確認し，測定に支障のない測定環境を設定するために行うものである。試料採

取用と同一ロットの捕集剤及び吸収液を用意し， 3.12.5 .3 から 3.12.5 .5 の操作を試料

と同様に行う。  

この試験は，試薬のロットが変わるときなど一定の周期で定期的に行う。  

 

(2)  トラベルブランク試験  

トラベルブランク試験は，試料ガス採取準備時から採取試料の運搬までの汚染の有

無を確認するためのものであり，採取操作以外は試料と全く同様に扱い，持ち運んだ

ものについて， 3.12.5.3 から 3.12.5 .5 の操作を試料と同様に行う。  

この試験は，試料採取から採取試料の運搬までに汚染が考えられる場合 (電気集じん

機で集められた灰などによる汚染 )  には必ず行わなければならないが，それ以外の場

合には，汚染防止が確実に行われていることが確認できれば毎回行わなくてもよい。  

トラベルブランク試験を行う場合には，少なくとも 3 試料以上行い，その結果の平

均値 (e)を求めて，次のように測定値の補正を行う。  

1)トラベルブランク試験の結果の平均値 (e)(以下「トラベルブランク値 (e)」という。 )  

が操作ブランク試験の結果 (a)(以下「操作ブランク値 (a)」という。 )と同等 (等しいか，

小さい )とみなせる (e≒ a)ときには，移送中の汚染は無視できるものとする。  
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2)トラベルブランク値 (e)が操作ブランク値 (a)より大きい (e＞ a)場合には，次のように

する。  

・トラベルブランク値 (e)が，試料の測定値 (d)以下であり (e≦ d)，測定値 (d)がトラベル

ブランク試験結果の標準偏差の 10 倍から算出した濃度値 (f)以上 (d≧ f)  の場合には，

測定値 (d)からトラベルブランク値 (e)を差し引いて濃度を計算する。  

・測定値 (d)がトラベルブランク試験結果の標準偏差の 10 倍から算出した濃度値 (f)  よ

り小さい (d＜ f)，又はトラベルブランク値 (e)が試料の測定値 (d)より大きい (e＞ d)場合

には，測定の信頼性に問題があるため，通常欠測扱いとする。このような場合には，

汚染の原因を発見して取り除いた後，再度試料ガスの採取を行う。  

 

3.12.6 環境省告示法の見直し，JIS K 0222 改正のポイント 

環境省告示法の見直し， JIS K 0222 改正に共通するポイントは，粒子状水銀とガス

状水銀の一括サンプリングである。これまでの JIS K 0095 に基づくガス状物質のサン

プリングでは排ガス採取流量を 1 L/分前後としているのに対し， JIS Z 8808 のダスト

のサンプリングでは，等速吸引，ならびにノズルの最小径を 4 mm としているため吸

引ガス量はガス状物質のサンプリング流量を大きく上回ることが多く，ガスと粒子を

一括でサンプリングするには流量の整合がとれなかった。また，ガス状物質の吸収液

は 250 mL の吸収瓶に 100 mL 程度の吸収液であったため，ここにダストサンプリン

グの排ガス量を通過させると吸収効率の低下，吸収液のキャリーオーバーなどを引き

起こし，吸収操作そのものが困難となるものであった。欧米では大型の吸収瓶を用い

て，ダストのサンプリングとガス状物質のサンプリングを一括で行うメインストリー

ムサンプリングが主流であり，また欧州ではダストサンプリングの吸引流量とガス状

物質の吸引流量が整合しない場合に，ダストを除いた排ガスの一部を吸収液に導くサ

イドストリームサンプリングが規定されている。そのため，我が国においてもメイン

ストリームサンプリング，及びサイドストリームサンプリングを規定し，粒子状水銀

とガス状水銀を同時に一括でサンプリングできるよう検討が行われている。具体的に

は，吸収瓶の大きさ，吸収液の濃度や量，吸収を妨害する物質をあらかじめ除去する

前処理とそこで捕集された水銀の定量方法などが改正される見込みである。  
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図 3.12.9 メインストリームサンプリングの構成の例 

 

図 3.12.10 サイドストリームサンプリングの構成の例 

 

さらに， JIS K 0222 の金アマルガム法は元素状水銀蒸気を測定するものであるが，

ISO ではガス状全水銀の測定に対応するため，サンプリングノズル直後でガス状２価

水銀をガス状金属水銀に還元する方法，ならびにダストの捕集と組み合わせた粒子上

水銀とガス状水銀を合わせた全水銀の測定法に拡張した方法が審議されている。JIS K 

0222 の改正の際には， ISO 規格に整合した方法に改正をされると考えられる。また，

排ガス中のガス状全水銀の自動分析計は JIS B 7994 排ガス中の水銀濃度自動計測器が

規定されている。 JIS B 7994 はガス状２価水銀を乾式で還元する方法に基づくもので
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あるが， JIS K 0222 に規定されていた自動分析計は湿式の還元である。 JIS K 0222 の

改正に当たり，自動分析計は B シリーズに移行することとなり， JIS B 7994 に統合さ

れる方向で審議中である。  

 


