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3.16 排ガス中のダイオキシン類の測定方法(JIS K 0311)2020 

3.16.1 適用範囲 

この規格は，燃焼，化学反応などに伴って煙道，煙突及びダクトに排出される排ガス中のダ

イオキシン類※のガスクロマトグラフ質量分析計を用いた測定方法について規定する。 

※ダイオキシン類 ： テトラからオクタクロロジベンゾ－パラ－ジオキシン（以下、PCDDs という。）及び

テトラからオクタクロロジベンゾフラン（以下、PCDFs という。）並びにダイオキシン様 PCB（以下、DLPCBs

という。） 

 
3.16.2 測定方法の概要 

 排ガス中のダイオキシン類を，円筒ろ紙などによる“ろ過捕集”，吸引瓶（インピンジャー）

による“吸収捕集”又は吸着カラムによる“吸着捕集”で捕集し，捕集部から抽出後，クリー

ンアップしてガスクロマトグラフ質量分析計（以下、GC/MS という。）で同定，定量する。 

  測定のフローを図 3.16.1に示す。 
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図 3.16.1 測定のフロー 
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3.16.3 試料ガスの採取 

3.16.3.1 試料ガスの採取の概要 

採取手順の概略を図 3.16.2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.16.3.2 試料ガス採取装置 

試料ガスの採取装置は採取管部，捕集部，吸引ポンプ及び流量測定部で構成する。 

図 3.16.3-1に採取装置の概略を図 3.16.3-2に採取管部の概略をそれぞれ示す。 

 
 
 

図 3.16.3-1 試料ガス採取装置の概略図 
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図 3.16.2 試料ガスの採取の作業手順  



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.16 排ガス中のダイオキシン類の測定方法 

 3 © JEMCA 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

図 3.16.3-2 採取管部の概略図（JIS 本文 図 4 より）  

 ①  排ガス温度が高い場合  

 ②  排ガス温度が低い場合  
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冷却水  

ダクト  

ガスの流れ方向  

捕集部へ  
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＜試料ガス採取装置の例＞  

これらの採取装置はダイオキシン類に対して実績のあるもの又は性能を満たすことが十分に

確認されたものである。 

表 3.16.1 採取装置の例 

タイプ 適用範囲 使用条件 

JIS Ⅰ形 あらゆる排ガスに適用可能 － 

JIS Ⅱ形 一般及び産業廃棄物焼却炉の排ガス 水分量 42 %以下 
一酸化炭素濃度 670 ppm 以下 
捕集部通過流量 35 L/min 以下 

JIS Ⅲ形 ほとんどの排ガスに適用可能 ダスト濃度が非常に高く，ダイオキシン類の濃度

も非常に高いガスの場合は JIS K 0311 5.2 本文に
規定された性能の確認を事前に行う必要がある。 

 

a) JIS Ⅰ形装置 

排ガス中のダイオキシン類をフィルターによるろ過捕集，吸収瓶による液体捕集及び吸着

カラムによる吸着捕集で捕集する採取装置の基本となる装置である。 

吸着捕集部を液体捕集部(Ⅱ)の後ろに接続しても問題はない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) JIS Ⅱ形装置  
 フィルターによるろ過捕集部と，アルミナ系の吸着剤を特殊加工して成形した円筒フィル

ター状の吸着剤による吸着捕集部からなる採取装置である。  
 
c) JIS Ⅲ形装置  
 排ガスを冷却プローブ部、液体捕集部，ろ過吸着捕集部（ポリウレタンフォームとフィル

ター）からなる採取装置であり、欧州の規格（EN 1948）に規定されている装置である。  

図 3.16.3-3 JISⅠ形採取装置の概要（JIS 付属書 A 図 A.1 より） 
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氷又はドライアイス  

液体捕集部（II）  吸着捕集部  液体捕集部（I）  フィルタ捕集部  

吸引ポンプへ  

ヘキサン洗浄水
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3.16.3.3 試薬 

a) 水，ジエチレングリコール（Ⅰ形），エチレングリコール（Ⅲ形） 

b) 溶剤：アセトン，トルエン，ヘキサン，メタノール，ジクロロメタン，ノナン 

c) ヘキサン洗浄水：水をヘキサンで十分洗浄したもの 

d) サンプリングスパイク用内標準物質： 
13C 又は 37Cl で標識した PCDDs，PCDFs 及び PCBs のうち，適正な種類を 1 種類以上，トル

エン又はノナンで溶かした溶液。 

※このほかにクリーンアップスパイク用（前処理，定量用）とシリンジスパイク用（GC/MS

測定用）がある。クリーンアップスパイク用は PCDDs，PCDFs については少なくとも塩素

数ごとに 2,3,7,8-位塩素置換異性体を最低 1 種類ずつ用い，PCBs についてはノンオルト体

の DL-PCBs を全種類、モノオルト体の DL-PCBs 又はその他のPCB を塩素化合物ごとに 1 種

類ずつ選択する。毒性等価係数がゼロでない化合物は全て選択することが望ましい。 

シリンジスパイク用はサンプリングスパイク用，クリーンアップスパイク用で使用した

もの以外の内標準物質を用いる。使用例は付属書Ｂ（JIS 本文）を参照。 

 

3.16.3.4 試料ガスの採取の準備 

3.16.3.4.1 事前調査 

a) 事前調査 

測定する排ガスは処理方法などによって性状が異なり，また，作業場所も危険なケースが

多い。事前に次の点を確認しておく。 

＜事前調査すべき項目＞ 

・排ガスの性状（排ガスの温度，流速，組成，圧力，水分量など） 

・測定位置（地上からの高さ，測定孔の状況，送排風機の位置など） 

・ダクト（ダクトの形状，寸法など） 

・電源，水道の有無 

・作業の安全性（測定ステージの広さ、梯子の状況等） 

・その他 

b) 採取位置 

採取位置は代表的なガスが採取できる位置とし，JIS Z 8808 の箇条５に規定する流速測定

点のうち，可能な限り平均流速に近い地点とする。 

 

3.16.3.4.2 内標準物質の添加（サンプリングスパイク） 

ダイオキシン類採取装置の吸着捕集部にサンプリングスパイク用の内標準物質（1 ng～20 ng

程度）を添加する。 

 

3.16.3.5 試料ガスの採取 

一般に，連続運転の焼却炉などにおける排ガスの測定においては，4 時間平均を基準とし，炉
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の燃焼状態が安定した時点から，最低 1 時間以上経過した後に試料ガスの採取を開始する。 

間欠運転炉について，定常運転時の排ガスが代表試料と考えられる場合は，炉の立上げ及び

停止時を除いた定常運転時に試料ガスを採取し，立上げ及び停止時が大きく影響すると考えら

れるような場合は，それらを含むような採取にするなど，その運転状況に応じて試料ガスを採

取する。 

 

3.16.3.6 測定に必要な最小の試料ガス量の算出 

次の式によって測定に必要な最小の試料ガスの量を算出する。 = 1000 × × × 1
 

 

: 測定に必要な最小の試料ガスの量（0 ℃，101.32 kPa）（m3） 

: 測定方法の検出下限値（pg） 
: 測定用試料の液量（μL） 
: GC/MS への注入量（μL） 
: 抽出液量(mL) 
: 抽出液分取量(mL) 
: 設定した試料ガスにおける検出下限値（0 ℃，101.32 kPa）（ng/m3） 

 

 

3.16.3.7 採取操作 

以下に採取手順を示す。 

 

 排ガスの温度，流速，圧力，水分量などを測定し， 

測定点における排ガス流速を計算する 

↓ 

 吸引流量を算出し，等速吸引となるようにノズルの内径を決定する 

↓ 

 装置を組み立て，漏れ試験を行う 

↓ 

 採取管のノズルを排ガスの流れと逆向きにした状態で測定点まで挿入し， 

ガスメーターの指示値を記録する 

↓ 

吸引ポンプの作動と共に採取管のノズルの方向を排ガスの流れに直面させ， 

等速吸引によって排ガスを吸引する 

（この時の流速は測定点の排ガス流速に対して相対誤差-5～+10 ％の範囲内とする） 

↓ 

（この間，60 分間ごとに流速を測定し，等速吸引量を調節することが望ましい） 

↓ 
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（試料採取中少なくとも 1 回は採取装置の漏れ試験を行い記録する） 

↓ 

 ガスメーターの温度及び圧力を記録しておく 

↓ 

 必要量（算出された最小の試料ガス量以上）を吸引した後， 

ノズルの方向を再び逆にし，吸引ポンプを停止し， 

ガスメーター指示値を読み取った後，採取管を取り出す 

※一酸化炭素，酸素などの連続測定を同時に行う場合には，試料採取時間帯の 1 時間以上

前から終了まで連続して行い，運転状態の同時確認を行う。 

 
3.16.3.8 採取の記録 

試料ガスの採取を行った場合は，通常，次の項目についてまとめて整理し，記録する。 

・採取の日時 

・採取場所の状況（発生源の種類，使用状況，採取位置，付近の状況，概略図など） 

・採取対象の条件及び状況（温度，水分量，静圧，流速，湿り及び乾き流量，その他採取

系の着色など） 

・試料採取の条件（試料採取装置の構成，漏れ試験の結果，等速吸引流量，吸引時間，吸

引ガス量及び必要に応じ捕集ダスト量など） 

 

3.16.3.9 試料の回収及び保存 

採取した試料は外気が混入しないようにして遮光し，試験室に運搬し遮光保存し，速やか

に前処理の操作を行う。 

 

3.16.3.10  試料ガス採取量（乾きガス量）の算出 

標準状態における吸引した乾きガスの量は JIS Z 8808 の 10.5（吸引ガス量の測定方法）に

よって求める。  
 

3.16.4. 試料の前処理 

3.16.4.1 試料の前処理の概要 

採取した試料は溶媒抽出液とした後，数回の精製操作を経て GC/MS 測定用検液とする。以下

に前処理手順の概要を示す。 

 

採取した試料 

（ろ紙，吸着剤，吸収液，洗液） 

↓ 

内標準物質（クリーンアップスパイク）を添加する 

↓ 
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ろ紙，吸着剤，吸収液などの形態ごとに抽出する 

↓ 

抽出液を合わせた後，必要に応じて分取し， 

硫酸処理－シリカゲルカラムクロマトグラフ操作 

又は多層シリカゲルカラムクロマトグラフ操作を行う 

↓ 

アルミナカラムクロマトグラフ操作，高速液体クロマトグラフ操作， 

活性炭カラムクロマトグラフ操作のいずれか 

又はこれらを組み合わせた精製操作を行う 

↓ 

（試料中に鉱物油などの油分が多いときなどは，必要に応じて 

ジメチルスルホキシド分配処理操作を行う） 

↓ 

内標準物質を添加する 

※シリンジスパイク 

↓ 

試料を測定する。 

 

3.16.4.2 試薬 

a) 水：JIS K 0557 に規定するA4（又は A3）の水 

b) 溶剤：メタノール，アセトン，トルエン，ジクロロメタン，ヘキサン，ジメチルスルホキシ

ド，デカン，ノナン，2,2,4-トリメチルペンタン 

c) 試薬：硫酸ナトリウム，塩酸，硫酸，水酸化カリウム，硝酸銀， 

d) ヘキサン洗浄水：水をヘキサンで十分洗浄したもの 

e) クリーンアップ及びシリンジスパイク用内標準物質：すべての炭素又は塩素原子が 13C 又は

37Cl で標識したダイオキシン類のうち，適正な種類及び濃度のノナン溶液（JIS 本文付属書

Ｂ参照）。クリーンアップ用はトルエン溶液でもよい。 

f) シリカゲル：シリカゲルをメタノールで洗浄し，130 ℃で約 18 時間加熱し放冷したもの。 

g) 水酸化カリウム 2 %シリカゲル：シリカゲル 100 g に水酸化カリウム溶液(50 g/L)40 mL を

加えた後，ロータリーエバポレータで減圧脱水して粉末状にする。 

h) 硫酸 22 %及び 44 %シリカゲル：シリカゲル 100 g に硫酸を 28.2 g を添加後，十分振とうし

て粉末状にする。なお，44 %のものは硫酸を 78.6 g 添加して同様に調製する。 

i) 硝酸銀 10 %シリカゲル：シリカゲル 100 g に硝酸銀溶液(400 g/L)28 mL を加えた後，ロー

タリーエバポレータで減圧脱水する。 

j) アルミナ：カラムクロマトグラフ用アルミナ（塩基性，活性度Ⅰ）は活性化したものであれ

ばそのまま用いる。活性化する必要のある場合は，加熱処理した後，速やかに使用する。 

k) 高速液体クロマトグラフ用カーボンカラム： 
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例）Hypercarb(内径4.6 mm，長さ 100 mm)(サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱) 

l) 活性炭カラム充塡剤： 

例）活性炭埋蔵シリカゲル（富士フィルム和光純薬㈱）， 

活性炭分散シリカゲル（関東化学㈱） 

m) ガラス繊維ろ紙：孔径 0.5 μm 程度のもの。有機バインダーを含まないもの。 

n) 窒素：JIS K 1107 に規定する高純度窒素 2 級又は同等の品質のもの。 

※ ％は質量分率。各種シリカゲル，試薬の調製方法等の詳細はJIS 本文参照。 

 

3.16.4.3 器具及び装置 

前処理に使用する器具はメタノ－ル，トルエン等で十分洗浄し，空試験によって測定に支障

がないことを確認する。カラムクロマトグラム管は内径 10 mm（又は内径 15 mm），長さ 300 mm

のものを用いる。また，ソックスレー抽出器，各種濃縮器の接続部にはグリースを使用しては

ならない。 

 

3.16.4.4 前処理操作 

3.16.4.4.1 内標準物質の添加（クリーンアップスパイク） 

回収した固体及び液体の抽出用試料にクリーンアップスパイクとして内標準物質を添加す

る。添加量は，各抽出用試料に添加した合計量で，通常，TeCDDs～HpCDDs 及び TeCDFs～

HpCDFs では 0.1 ng～2 ng，OCDD 及び OCDF では 0.2 ng～4 ng 並びに DL-PCBs では 0.1 ng～

2 ng となる。 

 

3.16.4.4.2 各捕集部からの抽出 

固体及び液体ごとに抽出操作を行い，それらの抽出液を混合して抽出液とする。液体捕集

部の吸収液にダストが含まれる場合は，孔径 0.5 µm 程度のガラス繊維ろ紙を用いてブフナー

漏斗などでろ過する。ろ過残さは次の a) の塩酸処理を行ってから抽出用固体と合わせて抽

出し，ろ液は b) の抽出用液体と合わせて抽出する。なお，固体及び／又は液体を幾つかに分

けて抽出してもよいが，抽出用試料は全て，3.16.4.4.1 に従ってクリーンアップスパイク用内

標準物質を添加してから抽出操作を行わなければならない。 

抽出液の調製までの分析フローの例を図 3.16.4に示す。 

  



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.16 排ガス中のダイオキシン類の測定方法 

 10 © JEMCA 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.16.4 抽出液調製までのフローの例  

 

a) 固体からの抽出（ろ過材，吸着剤など） 

固体からの抽出についてはソックスレー抽出法等を用いて抽出する。ろ過材などに捕集

されたダストについては次の操作を行う。 

 

ダスト 1 g に対して塩酸が 20 mmol 以上になるように塩酸(2 mol/L)を加える。 

↓ 

かき混ぜながら発泡を確認しつつ約 1 時間放置 

↓ 

（塩酸を加えても発泡しないことを確認する） 

↓ 

孔径 0.5 μm 程度のガラス繊維ろ紙を用いてブフナー漏斗などでろ過する。 

水層  トルエン層又は  
ジクロロメタン層  

抽出液  

・脱水  

ソックスレー抽出 
（トルエン： 16 時間以

・適量の水を加える  

内標準物質の添加  
（クリーンアップスパイク）  

液 -液振とう抽出  
トルエン又は 

ジクロロメタン（3 回）  

HCl ( 2 mol/L ) 処理 

ろ過  

ダスト 1g に対して  
20 mmol 以上の塩酸  

残さ  ろ液  

・風乾  

吸収液，洗液  円筒ろ紙  吸着剤  吸収プローブ洗液  

残さ  ろ液  

ろ過  

濃縮  
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↓ 

ヘキサン洗浄水で洗浄後，更にメタノール又はアセトンで洗浄する 

↓ 

水分を除き風乾する。 

↓ 

ソックスレー抽出 16 時間（100 回転程度）以上  

 
b) 液体からの抽出 

a）の塩酸処理後のろ液、水溶液の吸収液及びその洗浄液並びにジエチレングリコール

（附属書 A 参照）などの有機溶媒の吸収液及びその洗浄液などの液体については、 

次の操作を行う。 

 

一つに合わせて分液漏斗に入れる 

 

  

 

振とう幅約 5 cm，毎分 100 回以上で 

約 20 分間振り混ぜて抽出する 

↓ 

この抽出を 3 回行い，抽出液を合わせる 

↓ 

硫酸ナトリウムを用いて脱水する 

※抽出用液体に、そこに含まれる有機溶媒を同量以上の水が含まれていない場合は、 

ヘキサン洗浄水を加えて同量以上とする。 

 

3.16.4.4.3 抽出液の調製 

各捕集部から得られた抽出液を合わせて濃縮してトルエンで一定量とし，抽出液とする。  
 

3.16.4.4.4 硫酸処理－シリカゲルカラムクロマトグラフ操作又は多層シリカゲルカラムク

ロマトグラフ操作 

抽出液の適量を分取し（再測定の必要な場合があるため），濃縮器で約 5 mL に濃縮し，窒

素気流によりトルエンを除去し，約 100 µL の濃縮液とする。ヘキサン 2 mL～3 mL を加え，

窒素気流によって溶媒を除去し，約 100 µL の濃縮液とする。この操作をもう 1 回繰り返す。 

この濃縮液について，次に示す操作により精製する。 

a) 硫酸処理－シリカゲルカラムクロマトグラフ操作 

大部分のマトリックスの分解除去と，着色物質，多環芳香族炭化水素，強極性物質の除

去を目的とする。 

← 溶液 1 L に対しトルエン又は  
ジクロロメタン 100 mL の割合で  
添加する。  
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(1) 濃縮液を分液漏斗（300 mL）にヘキサンで洗いこみながら移し入れる 

  

  

(2) 穏やかに振とうし，静置後，硫酸層を除去する 

（色が薄くなるまで 3，4 回繰り返す） 

↓ 

(3) ヘキサン層をヘキサン洗浄水で中性になるまで繰り返し洗浄した後， 

硫酸ナトリウムで脱水する 

↓ 

(4) 濃縮器で約 2 mL に濃縮する 

↓ 

(5) シリカゲルカラムクロマトグラフ管（内径 10 又は 15 mm，長さ 300 mm）に 

シリカゲル 3 g を,ヘキサンを用いて充塡する 

↓ 

(6) 濃縮液をカラムに移し入れ，ヘキサン 150 mL を入れた円筒形滴下漏斗を 

カラムクロマトグラフ管の上部に装着し，ヘキサンを約 2.5 mL/min の流量で流下させる 

↓ 

(7) 溶出液は濃縮器で約 2 mL に濃縮する 

 

b) 多層シリカゲルカラムクロマトグラフ操作 

フェノール類，酸性物質，脂質，タンパク質，含硫黄化合物，脂肪族炭化水素類，強極

性物質，着色物質，多環芳香族炭化水素の除去を目的とする。 

基本操作は a)の 6)～7)と同様であるが，操作後，充塡部の着色が多い場合はこの操作を

繰返す。多層シリカゲルカラムの例を図 3.16.5 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3.16.5 多層シリカゲルカラムクロマトグラムの例（JIS 本文 図 7 より） 

硫酸 5 mL を加える  

硝酸銀（質量分率 10 %）シリカゲル 3 g 

硫酸（質量分率 22 %）シリカゲル 6 g 

硫酸（質量分率 44 %）シリカゲル 4.5 g 

水酸化カリウム（質量分率 2 %）シリカゲル 3 g 

石英ガラスウール  

硫酸ナトリウム 6 g 

シリカゲル 0.9 g
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3.16.4.4.5 その他の精製操作 

3.16.4.4.4 で得られた濃縮液を，次に示すいずれかの操作又はそれらの組み合わせで精製

を行い，PCDDs 及び PCDFs 測定用と DL-PCBs 測定用の濃縮液を調製する。 

a) アルミナカラムクロマトグラフ操作（PCDDs 及び PCDFs 測定用） 
 低極性物質，有機塩素化合物の除去を目的とする。 

 

3.16.4.3 のカラムにアルミナ10 g をヘキサンを用いて充塡する 
↓ 

濃縮液を正確に二分し， 

そのひとつを窒素気流で約 0.5 mL に濃縮 
↓ 

カラムに移し入れる 

↓ 

＜第 1 画分＞（これは測定終了まで保管。） 
ジクロロメタン 2 %※ヘキサン溶液 100 mL を約 2.5 mL/min で流す 

↓ 

＜第 2 画分＞（PCDDs 及び PCDFs を含む。） 
ジクロロメタン 50 %※ヘキサン溶液 150 mL を約 2.5 mL/min で流す 

↓ 

第 2 画分を濃縮器で約 2 mL に濃縮する 
※ ％は体積分率 

 
b) アルミナカラムクロマトグラフ操作（DL-PCBs 測定用） 
 低極性物質，有機塩素化合物の除去を目的とする。 

 

3.16.4.3 のカラムにアルミナ10 g をヘキサンを用いて充塡する 
↓ 

濃縮液を正確に二分し， 
そのひとつを窒素気流で約 0.5 mL に濃縮 

↓ 

カラムに移し入れる 

↓ 

ヘキサン溶液 40 mL を約 2.5 mL/min で流し鎖状炭化水素などを溶出させる。 
↓ 

＜第 1 画分＞（DL-PCBs を含む） 
ジクロロメタン 5 %※ヘキサン溶液 120 mL を約 2.5 mL/min で流す 

↓ 

＜第 2 画分＞（これは測定終了まで保管） 
ジクロロメタン 50 %※ヘキサン溶液 160 mL を約 2.5 mL/min で流す 

↓ 
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第 1 画分を濃縮器で約 2 mL に濃縮する 
※ ％は体積分率 

 
c) 高速液体クロマトグラフ操作 
 PCDDs，PCDFs 及び DL-PCBs の分離精製を目的とする。 
＜高速液体クロマトグラフの仕様＞ 

流路切替えバルブを装着した高速液体クロマトグラフにカーボンカラムを移動相の流れ

の向きが切替えられるように装着し，溶離液の流量を 2 mL/min に設定する。検出器は吸
光光度検出器とし，検出器出口から溶出液を分取できるようにしておく。 

 

溶離液をトルエンとして通常の流れの向きで流し， 

十分にカラムを洗浄する 

↓ 

溶離液をヘキサンにしてカラム及び装置の流路内をヘキサンで置換する 

（検出器の指示値の変化でヘキサンに置換したかどうか判断する） 

↓ 

濃縮液を更に窒素気流によって 100 μL 程度に濃縮し， 
高速液体クロマトグラフに注入する 

↓ 

＜第 1 画分＞（DL-PCBs 以外の PCB を含む） 
溶離液をヘキサンのままで 4 分間流し，溶出液 8 mL を分取する 

↓ 

＜第 2 画分＞（DL-PCBs のモノオルト体を含む） 
溶離液をジクロロメタン 50 %※を含むヘキサン溶液として 

20 分間流し，溶出液 40 mL を分取する 
↓ 

＜第 3 画分＞（DL-PCBs のノンオルト体を含む） 
溶離液をトルエン 30 %※を含むヘキサン溶液として 

20 分間流し，溶出液 40 mL を分取する 
↓ 

＜第 4 画分＞（PCDDs 及び PCDFs を含む） 
最後にオーブンを 50 ℃に加熱し，カラムでの移動相の流れの向きを逆にして 

トルエンを 15 分間流し，溶出液 30 mL を分取する 
↓ 

第 2 画分と第 3 画分とを一つにし，DL-PCBs 測定用として濃縮器で約 2 mL に濃縮 
第 4 画分を PCDDs 及び PCDFs 測定用として同様に濃縮する 

※ ％は体積分率 

d) 活性炭カラムクロマトグラフ操作 
 PCDDs，PCDFs 及び DL-PCBs の分離精製を目的とする。 
【注意事項】 

操作条件は使用するカラムによって異なってくるので，あらかじめフライアッシュの抽

出液などを用いて分画試験を行う必要がある。 
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3.16.4.3 のカラムに硫酸ナトリウムを 

厚さ 10 mm，活性炭カラム充塡剤を 1 g，硫酸ナトリウムを厚さ 10 mm に 
積層して充塡する 

↓ 

トルエンを流下させて十分洗浄した後，ヘキサンに置換する 

↓ 

濃縮液を更に窒素気流で約 100 μL 程度に濃縮 
↓ 

カラムに移し入れ，ヘキサン 50 mL を 2.5 mL/min で流す 
↓ 

＜第 1 画分＞（DL-PCBs のモノオルト体を含む） 
ジクロロメタン 25 %※ヘキサン溶液 150 mL を 2.5 mL/min で流す 

↓ 

＜第 2 画分＞ 
（PCDDs，PCDFs 及び DL-PCBs のノンオルト体を含む） 

トルエン 200 mL を 2.5 mL/min で流す 
↓ 

第 1 画分，第 2 画分を濃縮器で約 2 mL にそれぞれ濃縮する 
※ ％は体積分率 

 

e) ジメチルスルホキシド（DMSO）分配処理操作 
  脂肪族炭化水素などの低極性物質の除去を目的とする。 

【注意事項】 

この操作は脂肪族炭化水素などの低極性物質の除去を目的として行うものであり，

PCDDs 及び PCDFs 測定用，DL-PCBs 測定用に分けることはできないので，a)～d)の精製
操作と組み合わせて行う。 

分液漏斗 

← ヘキサン飽和のDMSO 25 mL 
← 濃縮液 

（ヘキサンで洗浄しながら移し入れる） 

振とう抽出（4 回） 
↓ 

DMSO 抽出液を合わせて（100 mL）分液漏斗へ 
↓ 

（ヘキサン 40 mL による洗浄） 
← ヘキサン75 mL 
← ヘキサン洗浄水100 mL 

振とう抽出（3 回） 
↓ 

ヘキサン抽出液を合わせて（約 225 mL）分液漏斗へ 
↓ 

（水酸化カリウム水溶液(2 mol/L)10 mL による洗浄） 
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↓ 

（水 25 mL で 2 回洗浄） 
↓ 

（硫酸ナトリウムで脱水） 

↓ 

濃縮器で 2 mL に濃縮する 
 

3.16.4.4.6 測定用試料の調製 

3.16.4.4.5 の精製操作によって得られた各濃縮液にシリンジスパイク用内標準物質を検量

線作成用標準液と同程度の濃度になるように添加し，ノナン，トルエン，デカン又は 2,2,4-ト

リメチルペンタン 0.5 mL を加え，再度，窒素気流下で一定液量にしたものを測定用試料とす

る。 

 

3.16.5. 同定及び定量 

3.16.5.1 概要 

同定と定量は， MS の分解能 10000 以上の高分解能での測定を維持するため，質量校正用標

準物質を測定用試料と同時にイオン源に導いて測定イオンに近い質量のイオンをモニターし

て質量の微少な変動を補正するロックマス方式の選択イオンモニタリング法（以下、SIM 法と

いう。）を用いてダイオキシン類のピークを検出することにより行う。同定は保持時間及びイオ

ン強度比の一致の程度によって行い，定量はクロマトグラム上のピーク面積から内標準法によ

って行う。 

本規格の GC/MS の検出下限は，装置，測定条件によって変動はあるが，四塩素化物及び五塩

素化物で 0.1 pg，六塩素化物及び七塩素化物で 0.2 pg，八塩素化物で 0.5 pg，DL-PCBs で 0.2 pg

以下である。 

 

3.16.5.2 試薬及び装置 

3.16.5.2.1 試薬 

a) 校正用標準試料（MS の質量校正用） 

ペルフルオロケロセン（PFK）などの質量分析用高沸点成分を使用する。 

b) 標準物質 

標準物質は表 3.16.2に示すものを用いる。これらは国家計量標準にトレーサブル又は国

家計量標準機関が認めた標準物質とする。 

標準液はガラス製の密閉容器に入れて冷暗所に，厳重な管理下で保管する。 

c) 内標準物質 

内標準物質は 3.16.3.3d）に示すものを用いる。 

d) 検量線作成用標準液 

b)の標準物質と c)の内標準物質を混合して，GC/MS の定量範囲内で GC/MS の検出下限程

度の低濃度から 5 段階程度をノナン，トルエン，デカン又は 2,2,4-トリメチルペンタンで希
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釈して調製する。調製例は付属書Ｂ（JIS 本文）を参照。 

 

表 3.16.2 ダイオキシン類の標準物質（JIS 本文 表 6 より） 

 
  標準物質  

PC
D

D
s 

TeCDD 2,3,7,8-TeCDD 
PeCDD 1,2,3,7,8-PeCDD 

HxCDD 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 

HpCDD 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
OCDD 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD 

PC
D

Fs
 

TeCDF 2,3,7,8-TeCDF 

PeCDF 
1,2,3,7,8-PeCDF 
2,3,4,7,8-PeCDF 

HxCDF 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 

HpCDF 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 

OCDF 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF 

D
L-

PC
B

s 

TeCB 
3,3',4,4'-TeCB (#77) 
3,4,4',5-TeCB (#81) 

PeCB 

2,3,3',4,4'-PeCB (#105) 
2,3,4,4',5-PeCB (#114) 
2,3',4,4',5-PeCB (#118) 
2',3,4,4',5-PeCB (#123) 
3,3',4,4',5-PeCB (#126) 

HxCB 

2,3,3',4,4',5-HxCB (#156) 
2,3,3',4,4',5'-HxCB (#157) 
2,3',4,4',5,5'-HxCB (#167) 
3,3',4,4',5,5'-HxCB (#169) 

HpCB 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (#189) 
注記  括弧内の数値は， IUPAC No.を示

す。  

 
3.16.5.2.2 装置（GC-MS） 

GC-MS の仕様と性能を表 3.16.3と表 3.16.4に，測定条件を表 3.16.5 に示す。 

 

 

 

 

 

 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.16 排ガス中のダイオキシン類の測定方法 

 18 © JEMCA 2021 

表 3.16.3 ＧＣの仕様及び性能  
試料導入部 スプリットレス方式，オンカラム方式又は大量注入方式で 250～300 ℃で使用可能

なもの 

キャリヤーガス 純度99.999 ％（体積分率）以上の高純度ヘリウム 

カラム恒温槽 温度制御範囲50～350 ℃，昇温プログラムの可能なもの 
カラム 内径0.1～0.52 mm，長さ 25～60 m の溶融シリカ製のキャピラリーカラム。 

PCDDs 及び PCDFs の測定では，2,3,7,8-位塩素置換異性体が可能な限り単離でき，
全ての化合物についてクロマトグラム上における溶出順位の判明しているカラム

を使用する。全ての 2,3,7,8-位塩素置換異性体を他の異性体と完全に分離できるカラ
ムは報告されていないので，溶出順位の異なる 2 種以上のカラムを併用して 2,3,7,8-
位塩素置換異性体全てを単独に定量できるようにすることが望ましい。 

DL-PCBs の測定では，12 種類の DL-PCBs が他の PCB 化合物と可能な限り単離で
き，TeCB～DeCB の PCB 化合物全てについてクロマトグラム上における溶出順位の
判明しているカラムを使用する。 

PCDDs 及び PCDFs の溶出順位が報告されているカラムとしては，BPX-DXN
（SGE），CP-Sil 88（Agilent J&W），DB-5（Agilent J&W），DB-17（Agilent J&W），
DB-210（Agilent J&W），DB-225（Agilent J&W），007-17（Quadrex），RH-12ms（Inventx），
SP-2331（Supelco）などがあり，PCB の溶出順位が報告されているカラムとしては，
DB-5ms（Agilent J&W），HT8-PCB（SGE），RH-12ms（Inventx）などがある。 
 

 

表 3.13.4 ＭＳの仕様及び性能 

方式 二重収束方式 

分解能 10000 以上。内標準物質として 13C12-OCDF を使用する場合，キャピラリーカラ
ムによっては 12000 が必要 

イオン検出方法 質量校正用標準物質を用いたロックマス方式によるSIM 法 

イオン化方法 電子イオン化（EI）法 

イオン源温度 250～320 ℃ 

イオン化電流 0.5～1 mA 
電子加速電圧 30～70 V 
最大イオン加速電圧 5～10 kV 

 

表 3.13.5 測定条件 

ＧＣ PCDDs 及び PCDFs 2,3,7,8-位塩素置換異性体のピークが他の異性体のものと良好な
分離が得られ，各塩素化物の保持時間が適切な範囲にあり，安定

した応答が得られるように GC の条件を設定する。 
DL-PCBs DL-PCBs のピークが他の化合物のものと良好な分離が得られ，各

塩素化物の保持時間が適切な範囲にあり，安定した応答が得られ

るように GC の条件を設定する。 
ＭＳ 分解能 分解能は10 000 以上とする。ただし，内標準物質として 13C12-

OCDF を使用する場合，GC のカラムの選択によっては 12 000 程
度が必要になる。 

検出方法 質量校正用標準試料を用いたロックマス方式によるSIM を用い
る。 

質量/電荷数（m/z） 標準物質及び内標準物質の塩素化物ごとに，二つ以上の選択イ

オンの m/z 及びロックマス用の選択イオンの m/z を設定する。 

 
※ＧＣの測定条件については，設定した条件における各化合物の分離状況を飛灰の抽出液

などの試料を測定して確認しておく。  



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.16 排ガス中のダイオキシン類の測定方法 

 19 © JEMCA 2021 

※キャピラリーカラムによって得られるピークについては，一つのピークに対して十分な

測定点を確保するため，ピークを構成する測定点が 7 点以上となるように SIM のサンプ

リングの周期を設定しなければならない。クロマトグラム上の各ピークの保持時間を考慮

して，時間分割によるグルーピング方式によって測定してもよいが，この場合にはグルー

プごとに，適切な内標準物質ピークが出現するように条件を設定する。  
 

3.16.5.3 測定操作 

3.16.5.3.1 GC-MS 測定操作 

GC-MS の SIM 測定操作は次による。 

 

MS の調整（質量校正用プログラムによって行う。） 

※質量校正結果は保存 

↓ 

GC-MS を所定の条件に設定する。 

↓ 

校正用標準試料を導入し,モニターイオンの応答の安定を確認。 

↓ 

測定試料の測定を行う。 

↓ 

測定終了。 

↓ 

データ処理作業に入る前に個々の試料ごとに校正用標準試料のモニターイオンのクロマ

トグラム，妨害成分の有無及び 2,3,7,8-位塩素置換異性体の分離の確認を行う。  

※校正用標準試料のモニターイオンのクロマトグラムで，測定対象化合物の出現時間に

おいてシグナルに±20 %を超えた変動が認められた場合には，その化合物については定

量してはならない。主な要因として，試料の前処理が不十分な場合が考えられるので，

試料の前処理を再度十分に行い，ロックマスの変動を最小限に抑える。 

 

3.16.5.3.2 検量線の作成 

a) 標準液の S/N 比及び測定及びピーク面積の強度比の確認 

1 濃度に対し最低 3 回 GC/MS に注入し，全濃度領域で合計 15 点以上のデータをとる。最

も濃度の低い検量線作成用標準液のクロマトグラムにおいて，ベースラインのノイズ幅（N）

に対する標準物質のピーク高さ（S）の比（S/N）が 10 以上であることを確認するとともに、

各標準物質の対応する二つのイオンのピーク面積の強度比を求め，塩素原子の同位対存在

比から推定されるイオン強度比（JIS 本文表９参照）と±15 %以内で一致することを確認す

る。 

b) 相対感度の算出 
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各標準物質及び内標準物質のピーク面積を求め，各標準物質の対応するクリーンアップ

スパイク内標準物質（JIS 本文付属書Ｂ参照）に対するピーク面積の比と注入した標準液中

のその標準物質と内標準物質の濃度の比を用いて検量線を作成し，検量線の切片が限りな

くゼロ（0）に近いことを確認する。 = ×  

 

： 測定対象物質のクリーンアップスパイク内標準物質との相対感度 

： 標準液中のクリーンアップスパイク内標準物質の量（pg） 
： 標準液中の測定対象物質の量（pg） 
： 標準液中の測定対象物質のピーク面積 

： 標準液中のクリーンアップスパイク内標準物質のピーク面積 

 

RRcs は測定ごとに求め，得られた全濃度域合計 15 点以上のデータを平均する。この場

合，データの変動係数は 5 %を目安とし，10 %を超える化合物があってはならない。  
同様にして，クリーンアップスパイク内標準物質のシリンジスパイク内標準物質に対す

る相対感度（RRrs），サンプリングスパイク内標準物質のクリーンアップスパイク内標準物

質に対する相対感度（RRss）もそれぞれ算出し（計算方法は JIS 本文参照），得られたそれ

ぞれの全データを平均する。この場合，データの変動係数は 10 %を目安とし，20 %を超え

る化合物があってはならない。 

 

3.16.5.3.3 試料の測定 

a)  検量線の確認 

1 日に 1 回以上，検量線作成用標準液の中から一つ以上選び測定し，RRcs を求める。さら

に，RRrs 及び RRss を求める。 

これらの相対感度が検量線作成時の相対感度に対して，RRcs については±10 %，RRrs 及

び RRss については±20 %にあるとき，求めた相対感度を用いて測定を行う。この範囲を外

れた場合には，その原因を取り除き，再測定を行うか，再度検量線を作成する。 

保持時間についても，保持時間が 1 日に±5 %，内標準物質との保持時間の比が±2 %を超

えて変動する場合には，その原因を取り除き，その直前に行った一連の試料の再測定を行う。 
b)  試料の測定 

3.16.4 で調製した測定用試料を測定し，各塩素化合物のモニターイオンについてクロマ

トグラムを得る。  
 

3.16.5.4 同定及び定量 

3.16.5.4.1 ピークの検出 

ベースラインのノイズ幅（N）に対して 3 倍以上のピーク高さ(S)であるピーク，すなわ

ち S/N=3 以上（求め方は JIS 本文参照）となるピークについて同定及び定量の操作を行う。 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.16 排ガス中のダイオキシン類の測定方法 

 21 © JEMCA 2021 

 

3.16.5.4.2 ダイオキシン類の同定 

a) ダイオキシン類の同定 

二つ以上のイオンにおけるクロマトグラム上のピーク面積の比が標準物質のものとほぼ

同じであり，塩素原子の同位体存在比（JIS 本文 表６）から推定されるイオン強度比に対し

て±15 %以内（検出下限の 3 倍以下の濃度では±25 %以内）であれば，そのピークはダイオ

キシン類又は PCB によるものであるとする。 

b) 2,3,7,8-位塩素置換異性体の同定 

同定された PCDDs 及び PCDFs の中の 2,3,7,8-位塩素置換化合物はクロマトグラム上のピ

ークの保持時間が標準物質とほぼ同じであり，対応する内標準物質との相対保持時間が標

準物質と一致することで同定する。 

c) DL-PCB の同定 

同定された PCBの中の DL-PCBはクロマトグラム上のピークの保持時間が標準物質とほ

ぼ同じであり，対応する内標準物質との相対保持時間が標準物質と一致することで同定す

る。 

 

3.16.5.4.3 ダイオキシン類の定量 

a) 各化合物の定量 

抽出液全量中の同定された各化合物の量は，それに対応するクリーンアップスパイク内標

準物質（JIS 本文 付属書2 参照）の添加量を基準にして内標準法で求める。 = ×  

 

： 抽出液全量中の化合物の量(ng) 
： クロマト上の化合物のピーク面積 

： 対応するクリーンアップスパイク内標準物質のピーク面積 

： 対応するクリーンアップスパイク内標準物質の添加量(ng) 
： 対応するクリーンアップスパイク内標準物質との相対感度 

 

※2,3,7,8-位塩素置換異性体及び DL-PCB 以外の化合物の定量には，各塩素化物に用いて
いる標準物質とクリーンアップスパイク内標準物質との相対感度の平均値を用いる。 

 

b) 濃度の算出 

得られた各化合物の量と採取ガス量などから試料中の濃度を算出し，JIS Z 8401 の規定に

よって数値を丸め，有効数字 2 けたとする。 = ( − ) × 1
 

 

： 試料中の化合物の濃度（273.15 K(0 ℃),101.32 kPa）(ng/m3) 
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： 抽出液全量中の化合物の量(ng) 
： 空試験での化合物の量(ng) 
： 273.15 K(0 ℃),101.32 kPa における試料ガスの採取量(m3) 

 

【注意】酸素の濃度による補正が必要な場合には，実測した濃度を JIS 本文 式(8) 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。 

 

3.16.5.5 検出下限及び定量下限 

装置，測定方法及び試料ガスの検出下限，定量下限の求め方を表 3.16.5に示す。 

表 3.16.5 検出下限及び定量下限について  
 装置の  

検出下限及び定量下限  
測定方法の  
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  

算出  
方法  

最低濃度の検量線作成用標

準液を測定し，各 2,3,7,8-位
塩素置換異性体を定量する。

これを 5 回以上繰り返し，標
準偏差を求め，その 3 倍を装
置の検出下限値，10 倍を装
置の定量下限値とする。  

測定と同じ量の吸収液，吸着剤，

フィルター抽出液に標準物質

(JIS 本文  式(8)より)を添加し，
前処理，測定を行う。これを 5 回
以上行い，標準偏差を求め，そ

の 3 倍を測定方法の検出下限
値，10 倍を測定方法の定量下限
値とする。  

試料採取量により異なるた

め、測定方法の検出下限及

び定量下限，試料ガスの採

取量等により、試料ごとに

求める。JIS 本文  式(9)，(10) 

検出  
下限値  

四塩素化物及び五塩素化物

で 0.1 pg，六塩素化物及び七
塩素化物で 0.2 pg，八塩素化
物で 0.5 pg，DL-PCB で 0.2 
pg 以下になるように調節す
る。  

－  評価しなければならない濃

度の 1/30 以下でなければな
らない。  

管理  
方法  

ある一定の周期で確認し，常

に十分な値が得られるよう

に管理する。GC/MS 及び測
定条件を変更した場合など

は必ず確認する。  
 

ある一定の周期で確認し，常に

十分な値が得られるように管理

する。前処理条件及び測定条件

などを変更した場合などは必ず

確認する。  

－  

丸め方  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けたとし，定量
下限は，検出下限と同じけたまで丸める。  

 
＜試料測定時の検出下限の確認＞ 

実際の試料の測定の際，2,3,7,8-位塩素置換異性体及び DL-PCBs の中でピークが検出され

なかったものについては，S/N 比より検出下限を推定し，算出される試料ガス中の濃度が“試

料ガスにおける検出下限”以下であることを確認する。 

その値が試料ガスにおける検出下限を超える場合は，前処理操作，測定操作に問題がなか

ったかどうかを確認し，その原因を除いて再測定し，少なくとも試料測定時の検出下限から

算出される試料ガスの濃度が，評価しなければならない濃度の 1/30 以下になるようにする。 
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3.16.6 結果の報告 

3.16.6.1 結果の表示方法 

a) PCDDs 及び PCDFs 

・PCDDs 及び PCDFs の濃度の測定結果には次の３つを記載する  

－  2,3,7,8-位塩素置換異性体の濃度  

－  四塩素化物～八塩素化物（TeCDDs～OCDD 及び TeCDFs～OCDF）の同族体濃度  

－ それらの総和 

・試料ガスにおける検出下限以上で定量下限未満のものは“定量下限値以上の値と同等の精

度が保証できない値”であることが分かるような表示方法（例えば括弧付きにするとか別

の欄にするとか）とする。 

・単独で定量できなかった 2,3,7,8-位塩素置換異性体については，それが分かるように結果

表の 2,3,7,8-位塩素置換異性体の欄に重なっている異性体の名称を明記する。 

例“1,2,3,7,8＋1,2,3,4,8-PeCDF” 

・各同族体の濃度及びそれらの総和は，検出された化合物の濃度で算出する。 

・これらの表示方法は表 3.16.6のとおりとし，試料ガスにおける検出下限及び定量下限も明

記する。また，表 3.16.7の毒性当量（TEQ 濃度）を求めて結果をまとめる場合には，JIS 附

属書 E を参考とする。 

 

表 3.16.6  PCDDs，PCDFs の同族体及び化合物の表示方法（JIS 本文 表 10 より）  

 
PCDDs PCDFs 

同族体  化合物  同族体  化合物  

化
合
物
及
び
同
族
体

 

TeCDDs 
2, 3, 7, 8-TeCDD 
その他  TeCDFs 

2, 3, 7, 8-TeCDF 
その他  

PeCDDs 
1, 2, 3, 7, 8-PeCDD 
その他  PeCDFs 

1, 2, 3, 7, 8-PeCDF 
2, 3, 4, 7, 8-PeCDF 
その他  

HxCDDs 

1, 2, 3, 4, 7, 8-HxCDD 
1, 2, 3, 6, 7, 8-HxCDD 
1, 2, 3, 7, 8, 9-HxCDD 
その他  

HxCDFs 

1, 2, 3, 4, 7, 8-HxCDF 
1, 2, 3, 6, 7, 8-HxCDF 
1, 2, 3, 7, 8, 9-HxCDF 
2, 3, 4, 6, 7, 8-HxCDF 
その他  

HpCDDs 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDD 
その他  HpCDFs 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDF 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9-HpCDF 
その他  

OCDD 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9-OCDD OCDF 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9-OCDF 

総
和

 

PCDDs －  PCDFs －  
PCDDs+PCDFs 

 

b) DL-PCB 

・DL-PCB の濃度の測定結果には各化合物の濃度とそれらの総和を a)と同様に記載する。 

・表示方法は表 3.16.7のとおりとし，試料ガスにおける検出下限及び定量下限も明記する。 

・3.16.6.3の毒性当量（TEQ 濃度）を求めて結果をまとめる場合には，JIS 附属書 E を参考
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とする。 

 

表 3.16.7  DL-PCB の化合物の表示方法（JIS 本文 表 11 より）  
 ノンオルト体  モノオルト体  

化
合
物

 

3, 3', 4, 4'-TeCB (#77) 
3, 4, 4', 5-TeCB (#81) －  

3, 3', 4, 4', 5-PeCB (#126) 

2, 3, 3', 4, 4'-PeCB (#105) 
2, 3, 4, 4', 5-PeCB (#114) 
2, 3', 4, 4', 5-PeCB (#118) 
2', 3, 4, 4', 5-PeCB (#123) 

3, 3', 4, 4', 5, 5'-HxCB (#169) 
2, 3, 3', 4, 4', 5'-HxCB (#156) 
2, 3, 3', 4, 4', 5-HxCB (#157) 
2, 3', 4, 4', 5, 5'-HxCB (#167) 

－  2, 3, 3', 4, 4', 5, 5'-HpCB (#189) 

総
和

 

ノンオルト体  モノオルト体  
DL-PCBs 

 
3.16.6.2 濃度の単位 

ダイオキシン類の実測値は，ng/m3（273.15 K(0 ℃)，101.32 kPa）で表示する。 

 

3.16.6.3 毒性当量（TEQ）への換算 

ダイオキシン類の濃度を毒性当量に換算する場合は，測定濃度に毒性等価係数（TEF）を

乗じて ng-TEQ/m3（273.15 K(0 ℃)，101.32 kPa）として表示する。 

a) 毒性等価係数（TEF） 

毒性等価係数（TEF）（JIS 附属書 E 表E.1-TEF：2006）を使用して毒性当量を求める。 

b) 毒性当量（TEQ）の算出 

各化合物の毒性当量を算出し，その合計を毒性当量とする。なお，計算の際，個々の化

合物の毒性当量については数値の丸めの操作は行わず，その合計の値をもって有効数字２

けたに数値を丸める。換算方法は次の中から選択し，換算値には用いた方法が分かるよう

明記する。 

1) 特に指定がない場合，確実にあるといえる値だけを使用する。つまり，定量下限以上の

値はそのままその値を用い，それ以外をゼロとする。 

2) 目的に応じて次の方法がある 

2.1) 最大に見積もられる値：検出下限以上の値はそのままの値を用い，検出下限未満のも

のは試料ガスにおける検出下限を用いて計算する。 

2.2) 確率的に真値に一番近いと推定される値：検出下限以上の値はそのままの値を用い，

検出下限未満のものは試料ガスにおける検出下限の 1/2 の値を用いて計算する。 

 


