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3.19 排ガス中の臭素化合物分析方法（JIS K 0085）2014 年 

 

3.19.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中の無機臭素化合物を測定するための分析方法，概要及び定量範囲を表

3.19.1 に示す。  

表 3.19.1 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  

チオ硫酸滴定法  試料ガス中の臭素化合物を水酸化ナ

トリウム吸収液に吸収して，次亜塩素

酸ナトリウム溶液で臭素酸イオンに

酸化した後，過剰の次亜塩素酸塩をぎ

酸ナトリウムで還元し，この臭素酸イ

オンをチオ硫酸ナトリウム溶液で滴

定する。  

吸収瓶法①  

 4 .2～ 210 mg/m3  

 (1 .2～ 59 ppm) 

 

イオンクロマトグ

ラフ法  

試料ガス中の臭素化合物を水酸化ナ

トリウム吸収液に吸収させた後，吸収

液の一定量に陽イオン交換樹脂を加

え，空気又は窒素を通気して前処理を

行う。この液をイオンクロマトグラフ

に導入し，クロマトグラムを記録す

る。  

吸収瓶法①  

 2 .6～ 63.3 mg/m3  

 (0 .7～ 17.5 ppm) 

吸収瓶法②  

 0 .3～ 6.3 mg/m3  

 (0 .1～ 1.7 ppm) 

定量範囲は，以下の条件で計算した場合。  

 試料ガス採取量：40 L 

 吸収瓶法①：250 mL 吸収瓶に吸収液 50 mL を入れ，2 個連結で採取。吸収液

を 250 mL に定容  

 吸収瓶法②：100 mL 吸収瓶に吸収液 25 mL を入れ，2 個連結で採取。吸収液

を 100 mL に定容  

＊定量範囲の（ ）内は体積百万分率 

 

3.19.2 試料ガス採取方法 

3.19.2.1 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) チオ硫酸滴定法：容量250 mL の吸収瓶に吸収液（ 0.1 mol/L 水酸化ナトリウム

溶液）を 50 mL を入れたものを 2 個連結して用いる。完全捕集が確認されれば 1

個でもよい。  
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2) イオンクロマトグラフ法：容量100 mL 又は 250 mL の吸収瓶に吸収液（ 0.1 mol/L

水酸化ナトリウム溶液）を 25 mL 又は 50 mL を入れたものを 2 個連結して用い

る。完全捕集が確認されれば 1 個でもよい。  

 

3.19.2.2 分析用試料溶液の調製 

1) チオ硫酸滴定法 
① 試料採取操作を終了後，吸収瓶内の溶液を全量フラスコ250 mL に水で洗い
移し，水を標線まで加える。これを分析用試料溶液とする。  

② 吸収液（0.1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液） 100 mL を水で薄めて 250 mL にす
る。これを空試験用溶液とする。  

 
2) イオンクロマトグラフ法 
① 試料採取操作を終了後，吸収瓶内の溶液を吸収瓶の容量100 mL を用いた場
合は，全量フラスコ 100 mL，容量 250 mL を用いた場合は，全量フラスコ 250 
mL に水で洗い移し，水を標線まで加える。  

② ①の溶液の一定量（10 mL）をガス洗浄瓶 50 mL に入れ，この中に強酸性陽
イオン交換樹脂 1 g を加え，二酸化炭素を除いた空気又は窒素を 0.25 L/min.の
流量で 10 分間通気する。これを分析用試料溶液とする。（分析用試料溶液中に
固形物が認められる場合は孔径 0.45 ㎛以下のフィルターで除去しておく）。  

③ 試料採取操作と同容量の吸収液を①と同容量の全量フラスコに入れ，水を標

線まで加える。②と同様の操作を行い，これを空試験用溶液とする。  
 

3.19.3 チオ硫酸滴定法 

3.19.3.1 適用条件 

この方法は，試料ガス中によう素が存在すると，よう素との合量が求められるので，

その場合にはこれを補正しなければならない。  
 
3.19.3.2 試薬 

 次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素7～ 12 g/100mL），塩酸，ぎ酸ナトリウム，酢
酸，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，りん酸二水

素ナトリウム二水和物  
 
3.19.3.3 試薬溶液の調製 

1) 塩酸（1+1）  
2) 塩酸（1+11）  
3) 酢酸（1+1）  
4) チオ硫酸ナトリウム溶液（0.1 mol/L） JIS K 8001 の JA.6.4  t )  2)による。  
5) チオ硫酸ナトリウム溶液（0.01 mol/L） 0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 50 

mL を全量フラスコ 500 mL にとり，水を標線まで加えたもの。この溶液は冷暗所
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に保存し，調製後約 1 か月以上経過したものは使用しない。又は， JIS K 8001 の
JA.6.4  t )  3)による。  

6) 次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素3.5 g/100 mL） 次亜塩素酸ナトリウム

溶液（有効塩素 7～ 12 g/100 mL）の有効塩素を定量し，有効塩素が 3.5 g/100 mL
になるように水で薄めたもの。使用時に調製する。有効塩素濃度 (N)の求め方は，
JIS K 0085 の本文参照。  

7) でんぷん溶液 でんぷん0.5 g を少量の水に混ぜ，熱水 200 mL 中によくかき混
ぜながら加え，約 1 分間煮沸した後冷却し，塩酸（ 1+5） 3 mL を加えたもの。  

8) りん酸二水素ナトリウム溶液(500 g/L) りん酸二水素ナトリウム二水和物65 g
を水に溶かし， l00 mL にする。  

9) ぎ酸ナトリウム溶液(500 g/L) ぎ酸ナトリウム50 g を水 80 mL に溶かし，水を
加えて 100 mL にする。  

10) よう化カリウム溶液(500 g/L) よう化カリウム50 g を水 80 mL に溶かし，水
を加えて 100 mL にする。  
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3.19.3.4 定量操作 

1) 臭素，よう素合量の滴定 
 

三角フラスコ 250 mL 

 

 正確に分析用試料溶液 20 mL 

 
 吸収液 20 mL 

 次亜塩素酸ナトリウム溶液 (有効塩素 35 g/L) 4 mL 

 りん酸二水素ナトリウム溶液 (500 g/L) 2 mL 

 

沸騰水浴中 10 分間加熱  

 
 ぎ酸ナトリウム溶液 (500 g/L) 2 mL 

 塩酸 (1+11) 5 mL 

 

沸騰水浴中 5 分間加熱 （過剰の次亜塩素酸ナトリウムを分解） 

 

 冷 却 

 
 よう化カリウム溶液 (500 g/L) 1 mL 

 塩酸 (1+1) 5 mL 

 

0.01 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液で滴定  

指示薬：でんぷん溶液約 3 mL 

終 点：溶液の青色が消失した点 

 

空試験用溶液を同様に操作して，滴定量を補正する。  
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2)  よう素量の滴定  
 

三角フラスコ 250 mL 

 

 正確に分析用試料溶液 20 mL 

 
 吸収液 20 mL 

 塩酸 (1+11) 10 mL 

 次亜塩素酸ナトリウム溶液 (有効塩素 35 g/L) 1 mL 

 

沸騰水浴中 5 分間加熱  

 
 ぎ酸ナトリウム溶液 (500 g/L) 5 mL 

 

沸騰水浴中 5 分間加熱 （過剰の次亜塩素酸ナトリウムを分解） 

 

 冷 却 

 
 よう化カリウム溶液 (500 g/L) 1 mL 

 塩酸 (1+1) 5 mL 

 

0.01 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液で滴定  

指示薬：でんぷん溶液約 3 mL 

終 点：溶液の青色が消失した点 

 

空試験用溶液を同様に操作して，滴定量を補正する。  

注 試料によう素が含まれていいないことが明らかな場合は，操作を省略

できる。  
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3.19.3.5 臭化水素濃度の算出 

次の式によって，試料ガス中の臭化水素濃度を算出し，有効数字 2けたに丸める。  

 

= 0.133 × 25020 × ( − ) × × 1.013 × 1000 

 

= 0.133 × 25020 × ( − ) × × 0.280 × 1000 

 = × 3.61 
 

ここに，  ： 試料ガス中の臭化水素の質量濃度（mg/m3）  

 ： 試料ガス中の臭化水素の体積百万分率（ ppm）  

 ： 臭素，よう素合量の滴定に要した 0.01 mol/L チオ硫

酸ナトリウム溶液の量（mL) 

 ： よう素量の滴定に要した 0.01 mol/L チオ硫酸ナトリ

ウム溶液の量（mL) 

 ： 算出した標準状態の試料ガス採取量（ L) 

（乾きガス量の場合は ，湿りガス量の場合は ）  

 0 .133： 0.01 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 1 mL に相当する

臭化物イオン（Br－）の質量（mg）  

 ： 0.01 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液のファクター  

 0 .280： 臭化物イオン（Br－） 1 mg に相当する臭化水素

（HBr）の体積（mL）（標準状態）  

 1 .013： 臭化物イオン（Br－） 1 mg に相当する臭化水素

（HBr）の質量（mg）  

 3 .61： 臭化水素（HBr） 1 ppm に相当する臭化水素としての

質量濃度（mg/m3）（ 80.91/22.41 による。）  

     注．ppm は体積百万分率  
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3.19.4 イオンクロマトグラフ法 

3.19.4.1 適用条件 

この方法は，試料ガス中に硫化物などの還元性ガスが高濃度に共存すると影響を受

けるので，その影響を無視又は除去できる場合に適用する。  
 

3.19.4.2 試薬 

硫酸，炭酸ナトリウム，炭酸水素ナトリウム，ほう酸，四ほう酸ナトリウム十水和

物，硫酸ナトリウム，硫酸カリウム，グルコン酸カリウム， p-ヒドロキシ安息香酸，
2-［ビス（ 2-ヒドロキシエチル）アミノ］ -2-ヒドロキシメチル -1 ,3-プロパンジオール
（ビス -トリス），フタル酸， 2-アミノ -2-ヒドロキシメチル -1 ,3-プロパンジオール，ア
セトニトリル，グリセリン，臭化カリウム，臭化物イオン標準液（ JCSS 校正証明書付
きの臭化物イオン標準液（ Br−： 1 000 mg/L））  
 

3.19.4.3 試薬溶液の調製 

1) 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。次にその例を示す（調製方法は JIS K 
0085 参照）。  
a) サプレッサー法：炭酸水素塩－炭酸塩溶液，水酸化カリウム，グルコン酸塩

－四ほう酸塩－ほう酸溶液  
b) ノンサプレッサー法：p-ヒドロキシ安息香酸 −2-［ビス（ 2-ヒドロキシエチル）
アミノ］ -2-ヒドロキシメチル -1 ,3-プロパンジオール溶液，フタル酸 −2-アミノ -
2-ヒドロキシメチル -1 ,3-プロパンジオール溶液  

2) 再生液（除去液）：装置及びサプレッサーの種類に最適なものを用いる。次にそ

の例を示す。  
a) 電気的に再生する場合：水，溶離液 
b) 化学的に再生する場合：硫酸(12.5  mmol/L)  

3) 臭化物イオン標準液（Br−： 1 mg/mL）：臭化物イオン標準液（ Br−： 1 000 mg/L）
又は臭化カリウムをあらかじめ約 105 °C で約 4 時間加熱し，デシケーター中で放
冷する。その 1.488 g をはかりとり，少量の水に溶かす。全量フラスコ 1 000 mL
に水で洗い移し，水を標線まで加える。  

4) 臭化物イオン標準液（Br−：0.1 mg/mL）：3)で調製した臭化物イオン標準液（ Br−：
1 mg/mL） 10 mL を全量フラスコ 100 mL に正確にとり，水を標線まで加える。使
用時に調製する。  

5) 臭化物イオン標準液（Br−：0.01 mg/mL）：4)で調製した臭化物イオン標準液（Br−：
0.1 mg/mL） 10 mL を全量フラスコ 100 mL に正確にとり，水を標線まで加える。
使用時に調製する。  

 

3.19.4.4 装置及び器具 

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
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もよい。装置は 3.5 排ガス中の硫黄酸化物分析方法を参照。 
 

3.19.4.5 定量操作 

1) 検量線の作成 
  数個の全量フラスコ100 mL に，臭化物イオン標準液（ 0.01 mg/mL）  

1 .0～ 25.0 mL を段階的にとる  

 ↓←水  

          全量を100 mL とする  

 ↓  

この溶液の一部をイオンクロマトグラフに注入する  

 ↓  

臭化物イオンのクロマトグラムを得る  

 ↓  

同様に標準液を調製した水の臭化物イオンのクロマトグラムを得る  

 ↓  

臭化物イオン濃度 (mg/mL)と空試験値を補正した臭化物イオンのピーク面積  

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 
    分析用試料溶液の一定量をイオンクロマトグラフに注入する 

 ↓  

臭化物イオンのクロマトグラムを得る  

 ↓  

検量線から分析用試料溶液の臭化物イオン濃度 a (mg/mL)を求める  

 ↓  

空試験用溶液中の臭化物イオンの濃度 b (mg/mL)を求める  

 

 本法により，ふっ素化合物及び塩素化合物の同時分析が可能である。（分析方法

は JIS K 0085 附属書 A 参照）  
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3.19.4.6 臭化水素濃度の算出 

 次の式によって，試料ガス中の臭化水素濃度を算出し，有効数字2 けたに丸める。  
 = 1.013 × ( − ) × × 1000 

 = 0.280 × ( − ) × × 1000 

 = × 3.61 
 

ここに，  ：試料ガス中の臭化水素の質量濃度（mg/m3）  

 ：試料ガス中の臭化水素の体積百万分率（ ppm) 

 ：分析用試料溶液中の臭化物イオン濃度（mg/mL) 

 ：空試験用溶液中の臭化物イオン濃度（mg/mL)  
 ：分析用試料溶液の液量（ 100 mL とした場合は 100，  

250 mL の場合は 250)（mL) 

 ：算出した標準状態の試料ガス採取量（ L）  
（乾きガス量の場合は ，湿りガス量の場合は ）  

 0 .280：臭化物イオン（Br−） 1 mg に相当する臭化水素（HBr）

の体積（mL）（標準状態）  

 1 .013：臭化物イオン（Br−） 1 mg に相当する臭化水素（HBr）

の質量（mg）  

 3 .61：臭化水素（HBr） 1 ppm に相当する臭化水素としての  

質量濃度（mg/m3）（ 80.91/22.41 による。 )  

     注．ppm は体積百万分率  
 

 


