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3.21 から 3.26 確認で対応している規格  

2011 年に発行したマニュアルには収録されていない規格について簡単に紹介する。制定

年度が古く，規格の一斉見直しを行った 1998 年以降は協会員へのアンケートを基にこれ

らに替わる規格がなく一定程度利用されていることを確認し，更新時期に来るとその都度

変更の必要がないとして「確認」で対応している。今回のマニュアルでは，これらの規格

の内容について表 1 分析方法の種類及び概要の部分を示し，代替手法が示せる分析方法を

参考として紹介する。  

 

3.21 排ガス中のフェノール類分析方法（JIS K 0086：1998） 

   制定 1978 年，改正 1983 年 

 

表 3.21.1  分析方法の種類及び概要 

分析方法の種類  
分析方法の概要  定量範囲  

ppm 要  旨 試料採取  
ガスクロマトグラ

フ法  
試料ガス中のフェノール類を吸

収液に吸収させ，又は捕集バッ

グ等に採取し，ガスクロマトグ

ラフに導入して得られたクロマ

トグラムからフェノール類を定

量する。  

吸収瓶法  
真空捕集瓶法  
捕集バッグ法  

1～2 000(1) 

4-アミノアンチピ
リン吸光光度法  

試料ガス中のフェノール類を吸

収液に吸収させた後，4-アミノア
ンチピリン溶液及びフェリシア

ン化カリウム溶液を加え，生成

したアンチピリン色素の吸光度  
(510 nm)を測定する。  

吸収瓶法  
吸収液：0.4 % 水酸化
ナトリウム溶液  
液量： 50 mL×2 

1～20(1) 

紫外吸光光度法  試料ガス中のフェノール類を吸

収液に吸収させた後，この溶液

の吸光度 (270 nm)を測定する。  

吸収瓶法  
吸収液：水  
液量： 50 mL×2 

1～50(1) 

注 (1) 試料ガスを 20 L 採取し，吸収液を 200 mL に薄めて分析用試料溶液とした場合。  
 

ガスクロマトグラフ法：ガスクロマトグラフ法の検出器は水素炎イオン化検出器を用い

る。充塡カラムに替わる方法として「キャピラリーカラムを用いてもよい」としているが

分析条件等の記述はない。  

フェノールの他 o-クレゾール，m-クレゾール，p-クレゾールの分離・定量を行うにはカ

ラムの固定相に極性の高いポリエチレングリコール（PEG 20M）や WAX を用いる。クレ

ゾールの異性体を分離する必要がない場合はメチルシリコン等の無極性の固定相でよい。  

直接気体試料を注入するにはカラム内径 0.53 mm，膜厚 1.5 μm，長さ 30 m が適当であ

る。吸収瓶に採取した試料溶液を注入する場合はカラム内径 0.32 mm，膜厚 1.0 μm，長さ

30 m が適当である。  
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3.22 排ガス中のピリジン分析方法（JIS K 0087：1998） 

   制定 1975 年，改正 1983 年 

 

表 3.22.1  分析方法の種類及び概要 

分析方法の種類  
分析方法の概要  定量範囲  

ppm 要  旨 試料採取  
ジアミノスチルベ

ン −ジスルホン酸
吸光光度法  

試料ガス中のピリジンを希硫酸

に吸収させたのち， 4,4'−ジアミ
ノスチルベン −2,2'−ジスルホン
酸溶液と臭化シアン溶液を加え

て発色させ，吸光度  (490 nm) か
らピリジンを定量する。  

吸収瓶法   
吸収液：  0.01 mol/L 
硫酸溶液   
液量： 20 mL×2 

0.1～   
試料ガス  20 
L の場合  (1) 

ガスクロマトグラ

フ法  
真空捕集瓶に採取した試料ガス

中のピリジンを硫酸水溶液に吸

収させ，二硫化炭素に抽出した

後，水素炎イオン化検出器を備

えたガスクロマトグラフに導入

して得られたクロマトグラムか

らピリジンを定量する。  

真空フラスコ法   
吸収液：  0.01 mol/L 
硫酸溶液   
液量： 50 mL 

0.6～   
試料ガス  1 L
の場合  (2) 

注 (1) 定量範囲は，吸光光度法では 10～20 L を採取し，吸収液を 200 mL に薄めて，分析用
試料溶液とした場合。  

 (2) 真空フラスコの容量 1 L を採取し，二硫化炭素 1 mL に抽出した場合。  
 

ガスクロマトグラフ法では分離に充塡カラムを用い水素炎イオン化検出器を用いて検出

している。キャピラリーカラムの記載はない。採取した試料を一旦硫酸水溶液に吸収させ

た後，二硫化炭素で抽出し内標準物質として o-キシレンを加えて定量するのでこれらの成

分との良好な分離は必須である。キャピラリーカラムを用いる場合は，ピリジンの近傍に

内標準物質を溶出し分離できる固定相として極性の PEG 又は WAX を液相として選択する

とよい。十分な分離が確保できない場合は無極性のメチルシリコン系の液相を用いるとよ

い。試料溶液を注入するのでキャピラリーカラムの内径については特に選択の基準はない

が，長さ 30 m，膜厚は 1 μm 以上のやや厚めを選択するとよい。  
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3.23 排ガス中のアクロレイン分析方法（JIS K 0089：1998） 

   制定 1975 年，改正 1983 年 

 

表 3.23.1  分析方法の種類及び概要 

分析方法の種類  
分析方法の概要  定量範囲  

ppm 要  旨 試料採取  
ガスクロマトグラ

フ法  
試料 ガス を真 空捕 集 瓶に 採取

し，そのまま，又は低温で濃縮し

たのち，水素炎イオン化検出器

を備えたガスクロマトグラフに

導入し，得られたクロマトグラ

ムか らア クロ レイ ン を定 量す

る。  

真空捕集瓶法  0.01～1 000  
（試料ガス 1 
L の場合）  

ヘキシルレゾルシ

ノール吸光光度法  
排ガス中のアクロレインを吸収

液に吸収させたのち，加熱して

発色させ，加熱して発色させ，こ

の液の吸光度  (605 nm) を測定
する。  

吸収瓶法  
吸収液：トリクロロ酢

酸，塩化水銀  (II) 及
び 4−ヘキシルレゾル
シノール混合溶液。  
液量： 50 mL 

0.2～5  
（ 試 料 ガ ス

20 L の場合） 

 

ガスクロマトグラフ法は採取した試料の一定量を直接 GC に注入して分離・検出してい

る。検出器は水素炎イオン化検出器を用いる。アクロレインは保存性が極めて悪いので，

試料採取後迅速に分析しなければならないという問題がある。環境測定では，他のアルデ

ヒド類と共に誘導体化試薬を含浸した固相で反応捕捉する方法が用いられており，この方

法を利用する事ができる。分離・検出にはガスクロマトグラフ法の他ガスクロマトグラフ

質量分析法（GC/MS），高速液体クロマトグラフ法（HPLC）を用いる事ができる。  

・試料採取法：アルデヒド類との一斉分析の試料採取に用いられている反応捕捉・溶媒抽

出法が利用できる。誘導体化試薬には 2,4-ジニトロヒドラジン（DNPH）や o-（4-シアノ -

2-エトキシベンジル）ヒドロキシルアミン（CNET）があり，これを含浸した固相カートリ

ッジに試料を一定量通気，反応捕捉して採取する。固相カートリッジから溶出後，イオン

交換・濃縮操作を経て分析用試料とする。  

・ガスクロマトグラフ法：充塡カラムに替わる方法として「キャピラリーカラムを用いて

もよい」としているが分析条件等の記述はない。直接気体試料を注入して測定するには内

径 0.53 mm のキャピラリーカラムを用いるとよい。固定相は極性が高い PEG 20M や WAX

のような液相を用いる。誘導体化したアクロレインの検出を行うには熱イオン化検出器

（FTD），質量分析計を用いる事ができる。  

・高速液体クロマトグラフ法：誘導体化したアクロレインとアルデヒド類は ODS カラムを

用いて分離し UV 検出器（DNPH 誘導体化は吸収波長 360 nm，CNET 誘導体化は吸収波長

240 nm）で検出する。質量分析計も用いる事ができる。  
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3.24 排ガス中のホスゲン分析方法（JIS K 0090：1998） 

   制定 1975 年，改正 1983 年 

 

表 3.24.1  分析方法の種類及び概要 

分析方法の種類  
分析方法の概要  定量範囲  

ppm 要  旨 試料採取  
ジフェニル尿素   
紫外吸光光度法  

試料ガス中のホスゲンを吸収液

に吸収させた後，生成したジフ

ェニル尿素を溶媒抽出し，抽出

液の吸光度 (257 nm)を測定  

吸収瓶法   
吸収液：アニリン溶液  
(2.5 g/L) (pH7～9)  
液量： 10 mL×1 

0.1～5  
(20 L) 

 

 

 

 

 

3.25 排ガス中の二硫化炭素分析方法（JIS K 0091：1998） 

   制定 1975 年，改正 1983 年 

 

表 3.25.1  分析方法の種類及び概要 

分析方法の種類  
分析方法の概要  定量範囲  

ppm 要  旨 試料採取  
ジエチルジチオカ

ルバミン酸銅吸光

光度法  

試料ガス中の二硫化炭素をジエ

チルアミン銅溶液に通じて吸収

させたのち，吸収液中に生成し

たジエチルジチオカルバミン酸

銅の吸光度  (435 nm) を測定し，
二硫化炭素を定量する。  

吸収瓶法   
吸収液：硫酸銅，ジエ

チルアミン塩酸塩，ア

ンモニア及びくえん

酸の溶液にエタノー

ルを加えたもの。  
液量： 50 mL×2 最前
段の吸収瓶に酢酸カ

ドミウム溶液を入れ，

共存する硫化水素を

除去する。  
液量： 50 mL×1 

3～60(1) 

ガスクロマトグラ

フ法  
試料ガスを採取し，ガスクロマ

トグラフに導入して得られたク

ロマトグラムから二硫化炭素を

定量する。  

真空捕集瓶又は捕集

バッグ法  
0.2～10(2)  
（炎光光度  
検出器）  

注 (1) 定量範囲は，吸光光度法では試料ガス 10 L を採取し，吸収液を 200 mL に薄めて  
分析用試料溶液とした場合。  

 (2) 分析用試料ガス 0.1～5 mL を導入する場合。  
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3.26 排ガス中のメルカプタン分析方法（JIS K 0092：1998） 

   制定 1975 年，改正 1983 年 

 

表 3.26.1  分析方法の種類及び概要 

分析方法の種類  
分析方法の概要  定量範囲  

ppm 要  旨 試料採取  
ジメチルフェニレ

ンジアミン吸光光

度法  

試料ガス中のメルカプタンを吸

収液に吸収させたのち，N, N−ジ
メチル −p−フェニレンジアミン
と塩化鉄 (Ⅲ )の混合溶液を加え
て発色させ，吸光度 (505 nm)を測
定する。  

吸収瓶法  吸収液；酢
酸水銀 (Ⅱ )溶液  
液量： 20 mL×2 

採取量  
10 L のとき  
 0.5～10 
100 L のとき  
 0.05～0.5 

ガスクロマトグラ

フ法  
試料ガスを採取し，ガスクロマ

トグラフに導入して得られたク

ロマトグラムからメルカプタン

を定量する。  

真空捕集瓶法又は捕

集バッグ法  
0.05 以上  
（ 炎 光 光 度

検出器）  
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その他 排ガス中の硫黄化合物類分析方法 
硫黄化合物類の JIS についてはガスクロマトグラフ法の試料採取・分析方法が古い事と

個別成分の分析方法なので大気技術委員会が最新の技術を取り入れて悪臭防止法が定める

4 物質を含む 7 物質について一斉分析する方法を検討中である。内容の詳細が未確定なの

で本書では検討方針について以下に簡単に紹介する。対象となる規格は K 0091，K 0092 と

K 0108 の３規格である。GC への試料導入時には低温凝縮などの濃縮による大量試料導入

方法が適用できるので大気環境への適用も可能となる。  

 

・適用成分：一斉分析できる成分として硫化水素，メチルメルカプタン，エチルメルカプ

タン，硫化メチル，二硫化メチル（ジメチルジスルフィド：DMDS），二硫化炭素，硫化

カルボニル（COS）と，適用可能な成分にターシャリーブチルメルカプタン（TBM）を

加える。  

・試料採取・GC への試料導入法：GC への導入に低温凝縮による方法を用いているがこれ

に替わる方法も採用する。試料採取前に安全の確認と雰囲気中の概略の濃度・試料採取

量を検討するために検知管式ガス測定器（測長式）を付属書（参考）に加える。  

・分析方法：カラムはキャピラリーカラムを主として，これを用いる GC で利用可能な検

出器として炎光光度検出器（FPD）の他に化学発光検出器（SCD），原子発光検出器（AED），

熱伝導度検出器（TCD），光イオン化検出器（PID），質量分析計（MS），半導体検出器を

加える。更に，ポータブルの測定器を用いる方法も検討し可能であれば加える。  

  検討中の方法では，本協会が実施したアンケートで使用実績がない個別規格にある硝

酸銀電位差滴定法と二酸化硫黄変換紫外線蛍光法は削除し，イオン電極法とジエチルジ

チオカルバミン酸銅吸光光度法は参考とする予定である。硫化水素にのみ適用するメチ

レンブルー吸光光度法は付属書に規定として残すよう予定している。  

 


