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3.14 排ガス中のホルムアルデヒド分析方法（JIS K 0303）2012 年 

3.14.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中のホルムアルデヒドを測定するための分析方法，概要，試料採取及び定量

範囲を表 3.14.1 に示す。  

表 3.14.1  分析方法の種類，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  

（ガス捕集法）  
概 要 

定量範囲  

mg/m3  

AHMT 吸光光度法  

（ほう酸吸収瓶捕集） 

 

ほう酸溶液に捕集した後，塩基性とし AHMT を

加えて発色させ，吸光光度を測定し定量する。 

0 .5～ 100 

(0 .4～ 75) 

ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ

（GC）法  

（DNPH捕集剤の吸収

瓶 捕 集 法 又 は カ ー ト

リッジ捕集法）  

 

DNPH 溶液に捕集した後，クロロホルムなどに

よって抽出し，ガスクロマトグラフで分離定量

する。  

0 .5～ 75 

(0 .4～ 56) 

DNPH の含浸捕集剤を詰めたカートリッジに

捕集した後，アセトニトリルで溶離し，クロロ

ホルムなどに再溶解してガスクロマトグラフ

で分離定量する。  

0 .5～ 60 

(0 .4～ 45) 

高 速 液 体 ク ロ マ ト グ

ラフ（HPLC）法（DNPH

捕 集 剤 の 吸 収 瓶 捕 集

法 又 は カ ー ト リ ッ ジ

捕集法）  

DNPH 溶液に捕集した後，クロロホルムなどに

抽出し，アセトニトリルに再溶解後高速液体ク

ロマトグラフで分離定量する。  

0 .3～ 75 

(0 .2～ 56) 

DNPH の含浸捕集剤を詰めたカートリッジに

捕集した後，アセトニトリルで溶離し，高速液

体クロマトグラフで分離定量する。  

0 .3～ 60 

(0 .2～ 45) 

高 速 液 体 ク ロ マ ト グ

ラフ（HPLC）法  

（ CEBHA 捕集剤のカ

ートリッジ捕集法）  

CEBHA の含浸捕集剤を詰めたカートリッジに

捕集した後，アセトニトリルで溶離し，高速液

体クロマトグラフで定量する。  

0 .3～ 60 

(0 .2～ 45) 

AHMT 吸光度：自動分

析法  

（ 水 酸 化 カ リ ウ ム 吸

収瓶法）  

AHMT 吸光光度法の自動計測器によって，周期

的に自動分析する。  

 

0～ 27 

(0～ 20) 

 

＊定量範囲の（ ）内は体積百万分率ppm 

AHMT： 4-アミノ -3-ヒドラジノ -5-メルカプト -1 ,2 ,4-トリアゾール  
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DNPH： 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン  

CEBHA：O-（ 4-シアノ -2-エトキシベンジル）ヒドロキシルアミン  

この他に附属書 A（規定）にイオンクロマトグラフ法と付属書 B（規定）にクロモ

トロープ酸吸光光度法がある。  

 

3.14.2 試料ガス採取方法 

3.14.2.1 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）に準じて行うが，カートリッジ

捕集法は，他の排ガスの試料採取方法と一部異なる。各分析方法での試料ガス採取の

概略を示す。  

(1)  AHMT 吸光光度法：吸収瓶捕集，吸収液：ほう酸溶液（ 5 g/L），液量 40 mL ×2

本，標準採取量： 2～ 20 L，試料吸引流量： 1 L/min 程度  

(2)  ガスクロマトグラフ（GC）法：DNPH 吸収瓶捕集，吸収液：DNPH 塩酸溶液（ 2 

g/L），液量 40 mL ×2 本，標準採取量：2～ 10 L，試料吸引流量：1 L/min 程度 DNPH

試料採取用カートリッジ捕集，標準採取量：2～ 10 L，試料採取流量：0.5～ 1 L/min

（濃度が高い場合には 2 個連結するか，ガス採取量及び試料吸引流量を下げて調

節する。）破過していないことを確認する。採取時のカートリッジ温度は 75±5 ℃

程度が適当である。100 ℃を越えると生成したヒドラゾンが分解する恐れがある。 

(3)  高速液体クロマトグラフ（HPLC）法：DNPH 吸収瓶捕集 ,吸収液：DNPH 塩酸溶液

（ 2  g/L） ,  液量 40 mL×2 本，標準採取量： 2～ 10 L，試料吸引流量： 1 L/min 程

度 DNPH 試料採取用カートリッジ捕集，標準採取量： 2～ 10 L，試料吸引流量：

0.5～ 1 L/min（濃度が高い場合には 2 個連結するか，ガス採取量及び試料吸引流

量を下げて調節する。）破過していないことを確認する。採取時の温度は GC 法と

同じ。  

(4)  高速液体クロマトグラフ（HPLC）法： CEBHA 試料採取用カートリッジ捕集法，

標準採取量： 2～ 10 L，試料吸引流量： 0.5～ 1 L/min（濃度が高い場合には 2 個連

結するか，ガス採取量及び試料吸引流量を下げて調節する。）破過していないこ

とを確認する。  

(5)  AHMT 自動分析法：吸収瓶捕集，吸収液：水酸化カリウム溶液（ 0.12 mol/L）  

 

3.14.2.2 試料ガスの採取用吸収液，試料採取用カートリッジの調製 

(1)  AHMT 吸光光度法（ほう酸吸収瓶捕集）：ほう酸吸収液（ 5 g/L）は JIS K 8863 に

規定するほう酸 5 g を水に溶かして 1 L とする。この溶液は使用する直前に調製

する。  

(2)  GC 法又は HPLC 法（DNPH 吸収瓶捕集）：吸収液（DNPH 2 g/L）の調製は次によ

る。  
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a)  DNPH の適量をろ紙上にとり，水分をろ紙によって除いた後，シリカゲル入りデ

シケーター中で乾燥し，使用時まで保管する。  

b)  別に，密閉できる容器に塩酸（ 2 mol/L） 1 L を入れ，容器内の空気を  J IS K 

1107  に規定する窒素 2 級で置換する。乾燥した後，DNPH 2 g を先の塩酸に加

えて，溶かす。  

c)  密閉して半日程度放置し，ガラスろ過器（G3）でろ過する。  

d)  ろ液 200 mL を分液漏斗 1000 mL にとり，ヘキサン 200 mL を加えて  5 分間激し

く振り混ぜ，静置する。水相を別の分液漏斗に入れ，再びヘキサン 200 mL を

加えて同様の洗浄操作を行った後，水相を分離し，有機相は捨てる。この溶液

40 mL について，空試験を行い，ホルムアルデヒド −DNPH 含有量が 0.4 µg を超

えるときは，更にヘキサンによる洗浄操作を繰り返し，この値以下であること

を確認しておく。  

e)  残りのろ液についても同様の洗浄操作を行う。  

f )  洗浄後の溶液は，塩酸及びヘキサンで洗浄したほうけい酸ガラスの着色瓶に速

やかに移し，密栓して冷暗所に保存する。以上の操作は，カルボニル化合物が

共存しない条件下，例えば，窒素置換したグローブボックス内で行う必要があ

る。  

(3)  GC 法又は HPLC 法（DNPH 試料採取用カートリッジ捕集）：DNPH 試料捕集用カ

ートリッジの調製は次による。  

a)  DNPH アセトニトリル溶液：DNPH をろ紙上にとり，水分をろ紙によって除い

たもの約 5 g を 60 ℃のアセトニトリルに溶かし，保温ろ過後，窒素を流しなが

ら徐々に冷却して再結晶を行う。この再結晶した DNPH 1 g をアセトニトリル

100 mL に溶かす。この溶液を原液とし，着色瓶に入れて，密栓をして冷暗所に

保存する。約  2  週間は使用できる。使用の直前に，この原液 25 mL をアセトニ

トリルで 1 L に希釈し，塩酸 1 mL を加えて DNPH アセトニトリル溶液を調製

する。 (再結晶した DNPH が残った場合は，シリカゲルデシケーターに入れ，冷

暗所に保存するとよい。 )  

b)  DNPH 試料採取用カートリッジの調製：市販の HPLC 前処理用シリカゲルカー

トリッジ［内径約 10 mm，長さ約 30 mm の円筒にシリカゲル（粒径約 150 

μm） 0.7 g を充塡したもの］に，次の処理をして用いる。アセトニトリル約 10 

mL を流して洗浄し，窒素を通して乾かす。 a)で調製した DNPH アセトニトリル

溶液 10 mL を流して含浸させた後，窒素を通して過剰のアセトニトリルを除去

し，カートリッジを上口デシケーター中で 1 時間程度乾燥する。調製後は密栓

して冷蔵庫中に保存する。 (市販のホルムアルデヒド捕集用 DNPH 試料採取用カ

ートリッジを用いてもよい。試料採取用カートリッジは，通常，使い捨てと
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し，再生は行わない。試料採取用カートリッジの空試験はロットごとに行うと

よい。 ) 

(4)  HPLC 法（CEBHA 試料採取用カートリッジ捕集）：CEBHA 試料採取用カートリッ

ジの調製は次による。  

a)  コーティング用 CEBHA の調製：アンモニア水（ 6 mol/L） 300 mL 及び CEBHA

の塩酸塩 20 g を反応器に入れ，更に酢酸エチル 200 mL を加えて 10 時間かき混

ぜた後，分液漏斗に移し入れ，振り混ぜた後，放置する。分離した酢酸エチル

層を分液し，塩化ナトリウム溶液（飽和） 100 mL によって，次いで水 100 mL

を用いて洗浄する。得られた酢酸エチル層は，無水硫酸マグネシウムによって

脱水乾燥する。ろ過して硫酸マグネシウムを除去し，温浴 30～ 35 ℃のロータ

リーエバポレーターを用いてろ液の溶媒を気化する。さらに，真空ポンプを用

いて十分に乾燥させて白色の固形物の CEBHA を得る。得られた CEBHA は，窒

素シールで密栓して直射日光を避けた室温（冷暗所）に保存する。約 1 か月間

は使用できる。  

b)  シリカゲルの調製：反応器に，シリカゲル（中性で，直径 63～ 210 µm の球状の

もの） 100 g 及びアセトニトリル 300 mL を入れ，シリカゲルが破壊されないよ

うにして十分かき混ぜた後，ろ紙を用いてろ過し，アセトニトリルを除き，ろ

紙上のシリカゲルを回収し，真空ポンプを用いて十分に乾燥する。  

c)  CEBHA コーティングシリカゲルの調製： b)で得た乾燥したシリカゲル及びアセ

トニトリル 430 mL を反応器に入れ， a)で調製したコーティング用 CEBHA の

1.9 g をアセトニトリル 20 mL に溶解したものを滴加し，次に， JIS K 9005 に規

定するりん酸 1.3 mL をアセトニトリル 20 mL に溶かしたものを滴加する。穏や

かに還流するまで昇温し， 1 分間かき混ぜた後に徐々に室温まで冷却する。室

温にまで冷却した後，更に， 5 ℃以下に氷浴しながら 1 時間かき混ぜる。次

に，ろ過してアセトニトリルを除き，得られた CEBHA でコーティングしたシ

リカゲルをアセトニトリル 430 mL で 3 回洗浄し，更に真空ポンプを用いて十

分にアセトニトリルを気化し乾燥する。  

d)  CEBHA 試料採取用カートリッジの組立：HPLC 前処理用の空カートリッジ（内

径約 10 mm，長さ約 30 mm の円筒形）に c)で得た CEBHA コーティングシリカ

ゲル 0.5 g を充塡したものを，窒素気流下のグローブボックス内でアセトニトリ

ル 5 mL によって洗浄した後，真空ポンプで十分に乾燥する。試料採取用カー

トリッジ上下の吸引口に栓をし，更にアルミニウムラミネート袋に収めて密封

し冷暗所に保存する。約 1 年間は使用できる。（市販のホルムアルデヒド用の

CEBHA 試料採取用カートリッジを用いてもよい。このカートリッジは，通常，

使い捨てとし，再生は行わない。 CEBHA 試料採取用カートリッジの空試験はロ

ットごとに行う。）  
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3.14.3 分析用試料溶液の調製 

(1)  AHMT 吸光光度法（ほう酸吸収瓶捕集）  

a)  試料ガスの採取終了後，全量フラスコ 100 mL に前段の吸収瓶の内容液を移し入

れる。後段の吸収瓶の内用液を前段の吸収瓶に入れて洗浄し全量フラスコ 100 

mL に加える。  

b)  さらに，新しい吸収液約 15 mL を用いて前段の吸収瓶，後段の吸収瓶の順に洗

い，洗液を a)の全量フラスコ 100 mL に移した後，吸収液を標線まで加える。こ

れを分析用試料溶液とする。  

(2)  ガスクロマトグラフ（GC）法（DNPH 吸収瓶又は捕集カートリッジ）  

1)  吸収瓶捕集（絶対検量線法）  

a)  試料ガスの採取終了後，ビーカー 200 mL に 2 本の吸収瓶の内容液を移し，更に

吸収瓶内を少量の水で洗浄する。洗液は先のビーカーに移し入れる。  

b)  分液漏斗 100 mL に，ビーカーの内容液を少量の水と共に洗い移す。  

c)  この分液漏斗にクロロホルム 9 mL を加え，5 分間以上振り混ぜた後，静置する。  

d)  クロロホルム層を全量フラスコ 10 mL に移し入れ，クロロホルムを加えて正し

く標線に合わせ，密栓する。これを，分析用試料溶液とする。分析用試料溶液

の保存は，冷暗所において 1 週間を限度とする。  

2)  吸収瓶捕集（内標準法）  

a)  試料ガスの採取終了後，ビーカー 200 mL に 2 本の吸収瓶の内容液を移し，更に

吸収瓶内を少量の水で洗浄する。洗液は先のビーカーに移し入れる。  

b)  分液漏斗 100 mL に，ビーカーの内容液を少量の水と共に洗い移す。  

c)  この分液漏斗にクロロホルム 9 mL を加え，5 分間以上振り混ぜた後，静置する。  

d)  クロロホルム層を全量フラスコ 10 mL に移し入れる。3.14.5 .3’3)のアントラセ

ン標準液（ 1000 μg/mL） 1 mL を加えた後，クロロホルムを加えて正しく標線に

合わせ，密栓する。これを，分析用試料溶液とする。  

3)  カートリッジ捕集（絶対検量線法）  

a)  試料ガスの採取終了後，試料採取用カートリッジの下に強酸性陽イオン交換樹

脂管を接続し，注射器によりアセトニトリル約 7 mL を通して，ホルムアルデヒ

ド -DNPH を 10 mL の遠沈管に溶離する。  

b)  遠沈管内のアセトニトリルに窒素を静かに吹き付けて，数 10 μL まで揮散する。

気化に伴い試料溶液が冷えるとアセトニトリルが揮発しにくくなるので，水浴

などで 30～ 45 ℃程度に保温すると良い。溶媒を揮散する為の市販装置を用い

てもよい。  

c)  クロロホルムを数 mL ずつ用いて全量フラスコ 10 mL に洗い移し，標線までク

ロロホルムを加える。これを，分析用試料溶液とする。  
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4)  カートリッジ捕集（内標準法）  

a)  試料ガスの採取終了後，試料採取用カートリッジの下に強酸性イオン交換樹脂

管を接続し，注射器によりアセトニトリル約 7 mL を通して，ホルムアルデヒド

-DNPH を 10 mL の遠沈管に溶離する。  

b)  遠沈管内のアセトニトリルに窒素を静かに吹き付けて，数 10 μL まで揮散する。 

c)  気化に伴い試料溶液が冷えるとアセトニトリルが揮発しにくくなるので，水浴

などで 30～ 45 ℃程度に保温すると良い。溶媒を揮散する為の市販装置を用い

てもよい。  

d)  遠沈管内の溶液をクロロホルム 2～ 3 mL ずつ用いて全量フラスコ 10 mL に洗い

移し，3.14.5 .3’3)のアントラセン標準液（ 1000 μg/mL）1 mL を加えた後，標線

までクロロホルムを加える。これを，分析用試料溶液とする。  

(3)  高速液体クロマトグラフ（HPLC）法（吸収瓶捕集又はカートリッジ捕集）  

1)  吸収瓶捕集（DNPH 吸収瓶捕集法）  

a)  試料ガスの採取終了後，ビーカー 200 mL に 2 本の吸収瓶の内容液を移し，更に

吸収瓶内を少量の水で洗浄する。洗液は，先のビーカーに移し入れる。  

b)  分液漏斗 100 mL に，ビーカーの内容液を少量の水で洗い移す。  

c)  この分液漏斗にクロロホルム 10 mL を加え， 5 分間以上振り混ぜた後，静置す

る。  

d)  クロロホルム層を分離し，これをロータリーエバポレーターで減圧濃縮する。

溶液が少量残っているときにアセトニトリル 5 mL を加えた後，再度，減圧濃縮

により溶媒交換を行う。  

e)  その後，再び少量のアセトニトリルに溶かして全量フラスコ 5 mL に洗い移し，

標線までアセトニトリルを加える。これを分析用試料溶液とする。  

2)  カートリッジ捕集（DNPH 試料採取用カートリッジ捕集法）  

a)  試料ガスの採取終了後，試料採取用カートリッジにアセトニトリル約 7 mL を

通して，ホルムアルデヒド -DNPH を溶離し，流出液を全量フラスコ 5 mL に受

ける。  

b)  標線まで流出液の採取を続ける。これを分析用試料溶液とする。  

3)  カートリッジ捕集（ CEBHA 試料採取用カートリッジ捕集）  

a)  試料採取を終了した試料採取用カートリッジは，上下にキャップを施し，保管

容器及びアルミニウム袋に収納する。  

b)  輸送時及び保管時の温度は 25 ℃以下に保ち，高温環境（ 40 ℃以上）の場合

は，冷蔵輸送及び冷蔵保存する。  

c)  ガスを捕集したカートリッジの上下のキャップを外す。  
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d)  注射器（ 5～ 10 mL）を用いて，アセトニトリル 5 mL をカートリッジの上部か

らゆっくり注入し， CEBHA－アルデヒド誘導体を流出させ，流出液を全量フラ

スコ 5 mL に移す。  

e)  アセトニトリルを標線まで加え，これを分析用試料溶液とする。  

(4)  AHMT 自動分析法  

試料ガスの採取及び分析は，自動分析装置内で行う。  
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3.14.4 AMHT 吸光光度法（ほう酸吸収瓶捕集） 
3.14.4.1 適用条件 
この方法は，試料ガス中に二酸化硫黄，二酸化窒素，硫化水素，アンモニアなどが

共存しても影響しない。また，ホルムアルデヒド以外のアルデヒド類，例えば，アセ

トアルデヒド，プロパナール（プロピオンアルデヒド），ブタナール（ブチルアルデヒ

ド），ベンズアルデヒドなどは 2 倍量程度共存しても影響しないが，塩素は同量でも影

響する。  

3.14.4.2 使用する試薬  

塩酸，硫酸，水酸化カリウム， 4-アミノ -3-ヒドラジノ -5-メルカプト -1 ,2 ,4-トリアゾ

－ル（ AHMT），過よう素酸カリウム，ホルムアルデヒド液（ホルマリン），よう素，チ

オ硫酸ナトリウム五水和物，でんぷん (溶性 )，よう化カリウム，炭酸ナトリウム，よう

素酸カリウム  

3.14.4.3 試薬溶液の調製 

a)  水酸化カリウム溶液：水酸化カリウム 28 g をポリエチレン瓶にとり水約 50 mL

を徐々に加え，流水で冷却しながら振り混ぜて溶かした後，水を加えて 100 mL

とする。  

b )  AHMT 溶液：AHMT 0.5 g を塩酸（ 5+95） 100 mL に溶かす。この溶液は着色瓶に

入れて冷暗所に保存する。 1 週間以上経過したものは使用しない。  

c )  過よう素酸カリウム溶液：過よう素酸カリウム 0.75 g をビ－カ－ 200 mL に入れ，

a)の水酸化カリウム溶液 100 mL を加え，水浴上で加熱して溶かした後，冷却す

る。この溶液は着色瓶に入れて冷暗所に保存する。１週間以上経過したものは使

用しない。  

d )  ホルムアルデヒド標準液（HCHO 1  mg/mL）：ホルムアルデヒド液（ホルマリン）

約 3  mL を水 1  L に溶かす。このホルムアルデヒド標準液の濃度は次の方法に

よって求める。  

ホルムアルデヒド標準液（ 1  mg/mL） 10  mL を共通すり合わせ三角フラスコ 200 

mL にとり， 0 .05  mol /L よう素溶液 10  mL 及び水酸化カリウム溶液（ 1  mol /L） 5  

mL を加え， 15 分間室温に放置する。硫酸（ 1  mol /L） 8  mL を加え，残留してい

るよう素を直ちに 0.1  mol /L チオ硫酸ナトリウム溶液で滴定し，溶液が淡黄色

になってから，でんぷん溶液（ 5  g /L） 1  mL を指示薬として加え，更に滴定す

る。別に水 10  mL を用いて空試験を行う。  

ホルムアルデヒド濃度は次の式により求める。この標準液は冷蔵庫内に保存す

れば約 1 か月間安定である。  
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= 1.5.01 × ( − ) × × 110 

 

C： ホルムアルデヒド標準液（HCHO  1  mg/mL）中のホルムアルデヒドの濃

度（mg/mL）  

V： 滴定に要した 0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液の体積（mL）  

V 0： 空試験の滴定に要した 0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液の体積（mL）  

f： 0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液のファクター  

1 .501： 0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 1 mL に相当するホルムアルデヒドの

質量（mg）  

 

e )  ホルムアルデヒド標準液（HCHO 2  μg/mL）：ホルムアルデヒド標準液（HCHO 1 

mg/mL） 10  mL を全量フラスコ 500 mL にとり，吸収液を標線まで加える。この

溶液 10  mL を全量フラスコ 100  mL にとり，吸収液を標線まで加える。この標

準液は使用時に調製する（ 500 倍希釈）。この溶液の濃度は，d)  ホルムアルデヒ

ド標準液（HCHO 1  mg/mL）の濃度から算出する。  

f )  0 .05  mol /L よう素溶液：よう化カリウム 40  g を水 25  mL に溶かし，これによう

素 13  g を溶かした後 ,塩酸 3 滴を加え，これを全量フラスコ 1000  mL に移し入

れ，水を標線まで加える。  

g )  0 .1  mol /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 26  g と炭酸

ナトリウム 0 .2  g を，溶存酸素を含まない水 1000  mL に溶かし，2 日間放置した

後，よう素酸カリウムを用いて標定する (J IS  K  8001 の JA.5 .2（滴定用溶液の調

製，標定及び計算）の t )2 )による）。  

h )  でんぷん溶液（ 5  g /L）：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，放冷する。使用時に調製

する。  

3.14.4.4 装置及び器具 

1)  分光光度計又は光電光度計  

3.14.4.5 定量操作 

a)  検量線の作成  
数個の全量フラスコ 10 mL に，ホルムアルデヒド標準液 (2  μg/mL) 0.1～ 2.0 mL を段階的にとる  

             ↓← 吸収液 

           約2 mL とする  

             ↓← KOH 溶液， 2 mL 

             ↓← AHMT 溶液， 2 mL 

栓をして静かにかき混ぜ，室温で 20 分間放置  
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              ↓← 過よう素酸カリウム溶液，2 mL 

              ↓← 水 

        全量を10 mL にする  

            ↓ 

ホルムアルデヒド添加量ゼロの液を対照液として吸光度（ 550 nm）を測定する  

b)  定量操作  
      全量フラスコ10 mL に，分析用試料溶液 2 mL をとる  

             ↓← KOH 溶液， 2 mL 

             ↓← AHMT 溶液， 2 mL 

栓をして静かにかき混ぜ，室温で 20 分間放置  

              ↓← 過よう素酸カリウム溶液，2 mL 

              ↓← 水 

        全量を10 mL にする  

           ↓ 

ホルムアルデヒド添加量ゼロの液を対照液として吸光度（ 550 nm）を測定する  

   ↓ 

検量線からホルムアルデヒドの質量 a（ μg）を求める  

 

（ホルムアルデヒド添加量ゼロの対照液：吸収液 2 mL に KOH 溶液，AHMT 溶液，過

よう素酸カリウム溶液各 2 mL を加え水で全量を 10 mL としたもの）  

3.14.4.6 濃度の算出 

次の式により，排ガス中のホルムアルデヒド濃度を求める。  = × 1.34 
 = 0.746 × × 1002  

 

ここに， C w： 試料ガス中のホルムアルデヒドの質量濃度（mg/m3）  

 C v： 試料ガス中のホルムアルデヒドの体積百万分率（ ppm）  

 a： 分析用試料溶液中のホルムアルデヒドの量 a (μg) 

 V S： 標準状態の試料ガス採取量（ L）  

（乾きガス量の場合は V S D，湿りガス量の場合は V S W）  

 0 .746： ホルムアルデヒド (HCHO)1 μg に相当する体積 (μL)(標準状態 )  

 1 .34： ホルムアルデヒド (HCHO)1 ppm（体積百万分率）に相当する質

量濃度（mg/m3）  
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3.14.5  ガスクロマトグラフ法 (DNPH 吸収瓶捕集) 

3.14.5.1 適用条件 

この方法で，キャピラリーカラムを用い，適切な温度条件で操作すれば，アセトア

ルデヒド，プロパナールなどを同時に定量することができる。  

（絶対検量線法）  
3.14.5.2 使用する試薬 

クロロホルム，DNPH，硫酸，エタノール（ 99.5），ホルムアルデヒド液（ホルマリ

ン）  

3.14.5.3 試薬溶液の調製 

a)  ホルムアルデヒド -DNPH：DNPH 1 g を硫酸 2 mL とエタノール（ 99.5） 15 mL と

を混合した溶液に溶かし，これにホルムアルデヒド液（ホルマリン）2.5 mL をエ

タノール（ 99.5） 5 mL に溶かした溶液を加える。生成した沈殿をガラスろ過器

（G 4）で吸引ろ過し，水とエタノール（ 99.5）で十分洗浄した後，１時間程度，

上口デシケーター内で減圧乾燥する。このホルムアルデヒド -DNPH の融点が 166

～ 168 ℃であることを確認し，乾燥剤としてシリカゲルを入れたデシケータ中で

保存する（市販品もある）。  

b)  ホルムアルデヒド -DNPH 標準液 (HCHO 30 μg/mL)：ホルムアルデヒド -DNPH 105 

mg をクロロホルムに溶かし ,全量フラスコ 50 mL に移し入れ，クロロホルムを標

線まで加える。さらに，この溶液 5 mL を全量フラスコ 50 mL にとり，クロロホ

ルムを標線まで加える（ 10 倍に希釈）。この溶液 1 mL は，ホルムアルデヒド 30 

μg に相当する。  

3.14.5.4 装置及び器具 

a)  装置 ガスクロマトグラフ(水素炎イオン化検出器付 ) :カラムは，充塡カラム又は

キャピラリーカラムを用いる。液相は 50%フェニルメチルシリコン又はこれと同

等の性能のものを用いる。  

b)  キャリヤーガス :J IS K 1107 に規定する 1 級若しくは 2 級の窒素又はヘリウム（純

度 99.995 ％以上）。  

c)  燃料ガス :JIS K 0512 に規定する水素 1 級又は 2 級  

d)  助燃ガス :清浄な空気  

e)  濃縮器 :クデルナダニッシュ濃縮器又はエバポレーター  

3.14.5.5 分析操作 

a)  充塡カラムの場合  

①  カラム槽温度： 180～ 250 ℃  

②  試料導入部及び検出器温度： 240～ 280 ℃  

③  キャリヤーガス流量： 20～ 60 mL/min 

b)  キャピラリーカラムの場合  
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①  カラム槽温度： 100～ 250 ℃の間の適切な温度での恒温，又は 40～ 280 ℃の適

切な範囲内での昇温  

②  試料導入部温度：スプリット法，スプリットレス法及び直接導入法では 240～

280 ℃，コールドオンカラム法では 40～ 280 ℃の適切な範囲内で昇温， PTV

法では 0～ 300 ℃の適切な範囲内で昇温（試料の導入方法がスプリット法及び

直接導入法の場合は，恒温又は昇温のいずれでもよい。スプリットレス法，コ

ールドオンカラム法，又は PTV 法では，昇温とする。）  

③  キャリヤーガス流量： 0.5～ 10 mL/min 

注）クロマトグラムのピークが小さくて定量が困難な場合には濃縮を行ってもよ

い  

1)  検量線の作成  
数個の全量フラスコ 10 mL に，ホルムアルデヒド -DNPH 標準液  (HCHO 30 μg/mL) 

0 .2～ 5.0 mL を段階的にとる  

               ↓← クロロホルム 

           全量10mL とする  

               ↓ 

これらの溶液 1～ 5 μL の一定量を GC 装置に注入し，クロマトグラムを得る  

（試料導入量は導入方法によって調節する）  

               ↓ 

ホルムアルデヒド（HCHO）の質量（ μg）とそのクロマトグラムのピーク面積との

関係線を作成する  

             （空試験値は差し引く） 

2 )  定量操作  
分析用試料溶液の一定量を GC 装置に注入する  

（検量線作成時の試料量と同一とする）  

              ↓ 

   ホルムアルデヒド-DNPH のクロマトグラムを得る  

          ↓ 

クロマトグラムのピーク面積を求める  

   ↓ 

検量線からホルムアルデヒドの質量 a（ μg）を求める  

 

空試験値： 100 mL の分液漏斗に吸収液 80 mL をとり，クロロホルム 10 mL を加え， 5

分間以上ふり混ぜた後，静置し，クロロホルム層を全量フラスコ 10 mL に移し入れ，

必要な場合クロロホルムを標線まで加える。このクロロホルム抽出液を上と同様に操

作して吸収液の空試験値 b を求める。  
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3.14.5.6 濃度の算出 

 = × 1.34 
 = 0.746 × ( − ) × 1

 

 

ここに， C w： 試料ガス中のホルムアルデヒドの質量濃度（mg/m３）  

 C v： 試料ガス中のホルムアルデヒドの体積百万分率（ ppm）  

 a： 検量線から求めたホルムアルデヒドの質量 (μg) 

 b： 空試験値のホルムアルデヒドの量 (μg) 

 n： 濃縮した場合の濃縮倍率，濃縮しない場合は 1 

 V S： 標準状態の試料ガス採取量（ L）  

（乾きガス量の場合は V S D，湿りガス量の場合は V S W）  

 0 .746： ホルムアルデヒド (HCHO)1 μg に相当する体積 (μL)(標準状態 )  

 1 .34： ホルムアルデヒド (HCHO)1 ppm（体積百万分率）に相当する質

量濃度（mg/m３）  

 

ガスクロマトグラフの（ FID）一例を写真 3.14.1 に示す。  

 

 
写真 3.14.1 ガスクロマトグラフの（FID） 

 

（内標準法）  
3.14.5.2’ 使用する試薬 

クロロホルム，DNPH，硫酸，エタノール（ 99.5），ホルムアルデヒド液（ホルマリ

ン），アントラセン（ホルムアルデヒド -DNPH の保持時間にピークを生じないもの）  

3.14.5.3’ 試薬溶液の調製 

a)  3.14.5 .3  a)と同じ。  
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b)  3.14.5 .3  b)と同じ。  

c)  アントラセン標準液（ 1000 μg/mL）：アントラセン 100 mg をクロロホルムに溶か

して正しく 100 mL にする。この溶液は密栓して冷蔵庫に保存し，内標準として

使用する。  

3.14.5.4’ 装置及び器具 

3.14.5 .4 と同じ  

3.14.5.5’ 分析操作 

3.14.5 .5  a)及び b)と同じ。  

1)  検量線の作成  
数個の全量フラスコ 10 mL に，ホルムアルデヒド -DNPH 標準液  (HCHO 30 μg/mL) 

0 .2～ 5.0 mL を段階的にとる  

             ↓ 

それぞれにアントラセン標準液（ 1000 μg/mL）（内標準）１mL を加える  

               ↓← クロロホルム 

           全量10mL とする  

               ↓ 

これらの溶液 1～ 5 μL の一定量を GC 装置に注入し，クロマトグラムを得る  

（試料導入量は導入方法によって調節する）  

               ↓ 

ホルムアルデヒドｰ DNPH 及びアントラセンのピーク面積から空試験のそれぞれ

のピーク面積を差し引いた後，そのピーク面積比（ホルムアルデヒド -DNPH/アントラ

セン（内標準））を求める  

↓  

ホルムアルデヒドｰ DNPH 及びアントラセンのピーク面積比と，ホルムアルデヒ

ド及びアントラセンの質量比との関係線を求める  

 

2 )  定量操作  
分析用試料溶液 1～ 5 μL の一定量を GC 装置に注入する  

（検量線作成時の試料量と同一とする）  

              ↓ 

   ホルムアルデヒド-DNPH 及びアントラセンのクロマトグラムを得る  

          ↓ 

それぞれのクロマトグラムのピーク面積を求め空試験のそれぞれのピー

ク面積を差し引いた後，そのピーク面積比を求める  

   ↓ 

検量線からピーク面積比に対応するホルムアルデヒドとアントラセンの質量比を求め
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る  

 

空試験： 100 mL の分液漏斗に吸収液 80 mL をとり，クロロホルム 10 mL を加え，5 分

間以上ふり混ぜた後，静置し，クロロホルム層を全量フラスコ 10 mL に移し入れ，必

要な場合クロロホルムを標線まで加える。このクロロホルム抽出液を上と同様に操作

して吸収液のホルムアルデヒド -DNPH 及びアントラセンのピーク面積を求めそれぞ

れを空試験値とする。  

3.14.5.6’ 濃度の算出 

 = × 1.34 
 = 0.746 × × 1000

 

 

ここに， C w： 試料ガス中のホルムアルデヒドの質量濃度（mg/m３）  

 C v： 試料ガス中のホルムアルデヒドの体積百万分率（ ppm）  

  

 R m： 検量線から求めたホルムアルデヒドとアントラセン（内標準）

との質量比  

 V S： 標準状態の試料ガス採取量（ L）  

（乾きガス量の場合は V S D，湿りガス量の場合は V S W）  

 1000： 分析用試料溶液中のアントラセンの質量（ μg）  

 0 .746： ホルムアルデヒド (HCHO)1 μg に相当する体積 (μL)(標準状態 )  

 1 .34： ホルムアルデヒド (HCHO)1 ppm（体積百万分率）に相当する質

量濃度（mg/m３）  
                              
 

なお，検量線を作成せずに，あらかじめホルムアルデヒド -DNPH とアントラセン（内

標準）との応答比（ F）を求めておけば，次の式によってホルムアルデヒドの濃度を算

出できる。  
 = × 1.34 

 

= 0.746 × × 1000
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ここに， C w： 試料ガス中のホルムアルデヒドの質量濃度（mg/m３）  

 C v： 試料ガス中のホルムアルデヒドの体積百万分率（ ppm）  

 F： ホルムアルデヒド -DNPH とアントラセン（内標準）との応答比

（同量の両物質（例えば 1μg）から得られたピーク面積比）  

 R a： クロマトグラムから求めたホルムアルデヒド -DNPH とアントラ

セン（内標準）とのピーク面積比  

 V S： 標準状態の試料ガス採取量（ L）  

（乾きガス量の場合は V S D，湿りガス量の場合は V S W）  

 1000： 分析用試料溶液中のアントラセンの質量（ μg）  

 0 .746： ホルムアルデヒド (HCHO)1 μg に相当する体積 (μL)(標準状態 )  

 1 .34： ホルムアルデヒド (HCHO)1 ppm（体積百万分率）に相当する質

量濃度（mg/m３）  
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3.14.6 ガスクロマトグラフ法 (DNPH 試料採取用カートリッジ捕集)  

3.14.6.1 適用条件 

排ガス採取時の水分濃度が 25 %以下，二酸化窒素濃度が 10 ppm 以下の場合に適用

する。  

（絶対検量線法）  
3.14.6.2 使用する試薬 

3.14.5 .2 と同じ。  

3.14.6.3 試薬溶液の調製 

3.14.5 .3 と同じ。  

3.14.6.4 装置及び器具 

a)  装置，ガス類は 3.14.5 .4 と同じ。  

b)  試料採取用カートリッジ  

c)  強酸性陽イオン交換樹脂管 試料採取用カートリッジと接続し，強酸性陽イオン

交換樹脂（多孔親水性ビニルポリマー）を 0.1 g 程度充塡したもの。カートリッ

ジ式の市販品を使用してもよい。  

3.14.6.5 分析操作 

1)  検量線の作成  
3 .14.5 .5 1）と同じ  

2 )  定量操作  
3.14.5 .5 2）と同じ  

空試験値：試料の捕集に用いた時と同じロットの試料採取用カートリッジについ

て，分析用試料溶液の調製と同じ操作を行い，定量操作に従って HCHO の質量

を求め空試験値 b を得る。  

3.14.6.6 濃度の算出 

3.14.5 .6 のとおり行う。  

 

（内標準法）  
3.14.6.2’ 使用する試薬 

3.14.5 .2’と同じ。  

3.14.6.3’ 試薬溶液の調製 

3.14.5 .3’と同じ。  

3.14.6.4’ 装置及び器具 

3.14.6 .4 と同じ。  

3.14.6.5’ 分析操作 

1)  検量線の作成  
3 .14.5 .5’ 1)と同じ  
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2 )  定量操作  
3 .14.5 .5’ 2)と同じ  

空試験：試料の捕集に用いた時と同じロットの試料採取用カートリッジについて，

分析用試料溶液の調製と同じ操作を行い，ホルムアルデヒド -DNPH 及びアント

ラセン（内標準）のピーク面積を得る。  

3.14.6.6’濃度の算出 

3.14.5 .6’のとおり行う。  
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3.14.7 高速液体クロマトグラフ法(DNPH 吸収瓶捕集) 

3.14.7.1 適用上の留意点   

排ガス採取時の水分濃度が 25 ％以下，二酸化窒素の体積百万分率が 10 ppm 以下の

場合に適用する。グラジエント溶離法を用いれば，アセトアルデヒド，プロパナール，

ベンズアルデヒドなどを同時に定量できる。  

3.14.7.2 使用する試薬 

アセトニトリル，DNPH，クロロホルム，ホルムアルデヒド液（ホルマリン）  

3.14.7.3 試薬溶液の調製 

a)  移動相（溶離液）：アセトニトリルと水の体積比が 65： 35（アセトニトリル 650 

mL と水 350 mL を混合）から 50： 50（アセトニトリル 500 mL と水 500 mL を混

合）程度のものを，カラムの分離特性に合わせて調製する。調製した移動層は脱

気をして使用する。  

b)  ホルムアルデヒド -DNPH 3.14.5 .3  1)による。  

c)  ホルムアルデヒド -DNPH 標準液 (30 μg/mL)：ホルムアルデヒド -DNPH 105 mg を

アセトニトリルに溶かし ,全量フラスコ 50 mL に移し入れ，アセトニトリルを標

線まで加える。さらに，この溶液 5 mL を全量フラスコ 50 mL にとり，アセトニ

トリルを標線まで加える（ 10 倍に希釈）。この溶液 1 mL は，ホルムアルデヒド

30 μg に相当する。  

3.14.7.4 装置及び器具 

a)  装置：恒温槽付きの高速液体クロマトグラフ（紫外吸光光度検出器付），  

b)  カラム：内径 4～ 6 mm，長さ 150～ 300 mm 程度のオクタデシル基（ODS）を化学

結合したもの。これと同等のものを用いてもよい。  

3.14.7.5 分析操作 

a)  検出器波長： 350～ 360 nm 

b)  カラム槽温度： 40～ 50 ℃  

c)  移動相流量： 0.7～ 1.2 mL/min 

1)  検量線の作成  
数個の全量フラスコ 5 mL に，ホルムアルデヒド -DNPH 標準液  (30 μg/mL) 0 .1～ 5.0 

mL（ 5.0 mL 以下が望ましい）をとる  

             ↓← アセトニトリル 

           全量5 mL とする  

             ↓ 

これらの溶液の 2～ 20 μL を HPLC 装置に注入し，クロマトグラムを得る  

（試料導入量はカラムサイズおよび導入法によって調節する）  

             ↓ 

ホルムアルデヒドの質量（ μg）とそのクロマトグラムのピーク面積との関係線
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を作成する  

          （空試験値は差し引く） 

2 )  定量操作  
      分析用試料溶液2～ 20 μL を HPLC 装置に注入する  

（試料導入量は検量線作成時と同じ量とする）  

             ↓ 

    ホルムアルデヒド-DNPH のクロマトグラムを得る  

          ↓ 

クロマトグラムからホルムアルデヒド -DNPH のピーク面積を求める  

  ↓ 

検量線からホルムアルデヒドの質量（ μg）を求める  

 

空試験値：100 mL の分液漏斗に吸収液 80 mL をとり，クロロホルム 10 mL を加え，

5 分間以上ふり混ぜた後，静置する。クロロホルム層を分離し，これをロータリーエ

バポレーターで減圧濃縮する。溶液が少量残っている時にアセトニトリル 5mL を加え

た後，再度減圧濃縮によって溶媒交換を行う。その後，残分を再び少量のアセトニト

リルに溶かして全量フラスコ 5 mL に洗い移しアセトニトリルを標線まで加える。こ

の溶液を上と同様に操作して吸収液の空試験値 b を求める。  

 
3.14.7.6 濃度の算出 

3.14.5 .6 のとおり行う。  
高速液体クロマトグラフの一例を写真 3 .14 .2 に示す。  

 

 
 

写真 3.14.2 高速液体クロマトグラフ 
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3.14.8 高 速 液 体 クロマトグラフ法 (DNPH試 料 採 取 用 カートリッジ捕 集) 

3.14.8.1 適用条件 

排ガス採取時の水分濃度が 25% 以下，二酸化窒素の体積百万分率が 10 ppm 以下の

場合に適用する。この方法で，グラジエント溶離法を用いれば，アセトアルデヒド，

プロパナール，ベンズアルデヒドなどを同時に定量することができる。  

3.14.8.2 使用する試薬 

3.14.7 .2 と同じ。  

3.14.8.3 試薬溶液の調製 

3.14.7 .3 と同じ。  

3.14.8.4 装置及び器具 

3.14.7 .4 と同じ。  

3.14.8.5 分析操作 

1)  検量線の作成  
3 .14 .7 .5 1）と同じ。  

2)  定量操作  
3.14.7 .5 2）と同じ。  

3.14.8.6 濃度の算出 

3.14.5 .6 のとおり行う。  
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3.14.9 高 速 液 体 クロマトグラフ法(CEBHA試 料 採 取 用 カートリッジ捕 集) 
注意：規格本文では記述が不完全な為使用できない。ここでは改正のための準備と

して本手法が利用可能になるよう解説する。  

 

3.14.9.1 適用条件 

使用上の留意点：この方法に用いるカートリッジは， CEBHA を酸の共在下でシリ

カゲル粒体にコーティングしたものである。ホルムアルデヒド，アセトアルデヒドな

どのカルボニル化合物と接触すると，O -（ 4-シアノ -2-エトキシベンジル）ヒドロキ

シルアルド（ケト）オキシム誘導体（以下， CEBHA−アルデヒド誘導体という。）が

生成し，カルボニル化合物を濃縮・捕集する。  

3.14.9.2 使用する試薬 

アセトニトリル，ホルムアルデヒド液（ホルマリン），ホルムアルデヒド -CEBHA 

3.14.9.3 試薬溶液の調製 

a)  アセトニトリル： JIS K 8032 に規定するもので， 10 mL を約 1 mL に濃縮し，こ

の 2～ 20 μL を分析操作に従って測定した時に CEBHA-ホルムアルデヒド誘導体

の保持時間にピークを生じないものを用いる。  

b)  移動相（溶離液）：アセトニトリルと水の体積比が 80： 20（アセトニトリル 800 

mL と水 200 mL を混合）から 40： 60（アセトニトリル 400 mL と水 600 mL を混

合）程度のものを，カラムの分離特性に合わせて調製する。調製した移動相は脱

気をして使用する。  

c)  ホルムアルデヒド -CEBHA：CEBHA 塩酸塩 1 g を水とメタノール＝ 1/1 の混合溶

媒 10 mL に溶かし，これにホルムアルデヒド液（ホルマリン） 0.55 g を加えて，

室温で 2 時間撹拌する。これに水 20 mL および酢酸エチル 20 mL を加えてしば

らく撹拌し，酢酸エチル層を分液する。得られた酢酸エチル層を飽和食塩水 20 

mL で洗浄し，無水硫酸マグネシウムで乾燥させ，溶媒をエバポレーターにて減

圧下で除去する。得られた残渣をヘキサン /酢酸エチル＝ 3/1 の溶媒に溶かし，オ

ープンカラムシリカゲルクロマトにて精製し，白色固形物のホルムアルデヒド

−CEBHA 0.84 g（収率 95%）を得る。保存は，窒素充塡下で冷蔵庫にて保存する。  

ホルムアルデヒド −  CEBHA はアセトニトリル溶液として市販されているので，

これを用いることもできる。  

d)  ホルムアルデヒド -CEBHA 標準液（ 30 μg/mL）：ホルムアルデヒド -CEBHA 102 mg

をアセトニトリルに溶かし，全量フラスコ 5 mL に移し入れ，アセトニトリルを

標線まで加える。さらに，この溶液 1 mL を全量フラスコ 100 mL にとり，アセ

トニトリルを標線まで加える。この溶液 1 mL は，ホルムアルデヒド 30 μg に相

当する。  

3.14.9.4 装置及び器具 
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3 .14.7 .4 と同じ。  

3.14.9.5 分析操作 

a)  検出器波長： 240 nm 

b)  カラム槽温度： 40～ 50 ℃  

c)  移動相流量： 0.7～ 1.2 mL/min 

1)  検量線の作成  
3 .14.9 .3  c）のホルムアルデヒド -CEBHA 標準溶液（ 30 μg/mL） 0.1～ 4.0 mL を数

個の全量フラスコ 5 mL に段階的にとり，アセトニトリルを標線まで加える。  

 

数個の全量フラスコ 5 mL に，ホルムアルデヒド -CEBHA 標準液  (30 μg/mL) 0 .1～ 4.0 

mL を段階的にとる  

             ↓← アセトニトリル 

           全量5 mL とする  

             ↓ 

これらの溶液の 2～ 20 μL を HPLC 装置に注入し，クロマトグラムを得る  

（試料導入量はカラムサイズおよび導入法によって調節する）  

             ↓ 

ホルムアルデヒドの質量（ μg）とそのクロマトグラムのピーク面積との関係線

を作成する  

          （空試験値は差し引く） 

 

2 )  定量操作  

分析用試料溶液の 2～ 20  μL の一定量を正確に HPLC に導入する。試料導入量はカラ

ムサイズおよび導入方法によって調節する。  

 
分析用試料溶液 2～ 20 μL を HPLC 装置に注入する  

（試料導入量は検量線作成時と同じ量とする）  

             ↓ 

    ホルムアルデヒド-CEBHA のクロマトグラムを得る  

          ↓ 

クロマトグラムからホルムアルデヒド -CEBHA のピーク面積を求める  

  ↓ 

検量線からホルムアルデヒドの質量（ μg）を求める  

 

空試験値： 100 mL の分液漏斗に吸収液 80 mL をとり，クロロホルム 10 mL を加

え， 5 分間以上ふり混ぜた後，静置する。クロロホルム層を分離し，これをロー
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タリーエバポレーターで減圧濃縮する。溶液が少量残っている時にアセトニトリ

ル 5 mL を加えた後，再度減圧濃縮によって溶媒交換を行う。その後，残分を再

び少量のアセトニトリルに溶かして全量フラスコ 5 mL に洗い移しアセトニトリ

ルを標線まで加える。この溶液を上と同様に操作して吸収液の空試験値 b を求め

る。  

 

3.14.9.6 濃度の算出 

3.14.5 .6 のとおり行う。  
 


