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第４編 共通事項  

第 1 章 排ガスの分析用語 

(五十音順 )  
番

号 用  語 解    説 

1 イオンクロマトグラフ イオンクロマトグラフィーによってイオン種成分を分析するために用い

る装置。ICと略称する。 

2 イオンクロマトグラフィー 

電解質溶液中のイオン種成分の分離分析法。溶離液を移動相として、イ

オン交換体などを固定相として分離カラム内で試料溶液中のイオン種成

分を展開溶離させ、電気伝導度検出器、電気化学検出器、分光光度検出

器、蛍光検出器などによって測定するクロマトグラフィー。 
3 イオン電極（イオン選択性電極） 溶液中の特定イオンの活量に応答し電位を発生する電極。 
4 1形ダスト捕集器 ダスト採取においてダスト捕集器をダクト内に置くもの。 

5 一次標準 
最高の計量性能を持ち、同一の量の他の標準への参照なしに、その値が

特定の範囲内において受容されるように指定されている、又は広く認め

られた標準。 

6 移動採取法 1個のダスト捕集器を用いて測定点を移動し、それぞれ同じ吸引時間で
ダスト試料を採取する方法。 

7 インパクター 慣性衝突法を用いて粒子を捕集板に衝突させて気流から分離するもの。 

8 インパクター捕集法（慣性衝突

法） 

ノズルを通しカバーガラス又はろ紙に空気を高速のジェット気流として

吹きつけ、衝撃によって試料空気中の粉じん（塵）を捕そく（捉）する

方法。 

9 回帰分析 相互に関係のある二つの特性値について、一つの特性値から別の特性値

を予測する数式を求めること。その典型的な方法に最小二乗法がある。 

10 化学分析 

物質の化学種を明らかにするための、又はそれを定量するための操作及

び技術。 

  備考：化学種を認知するもので、化学的方法、物理的方法などを問わ
ない。 

11 各点採取法 測定点ごとに 1個のダスト捕集器を用いてダスト試料を採取する採取
法。 

12 ガスクロマトグラフィー 移動相として気体を用いるクロマトグラフィー。GCと略称する。 
13 ガスクロマトグラフ質量分析計 ガスクロマトグラフと質量分析計とを結合した装置。 

14 ガスクロマトグラフ質量分析法 
ガスクロマトグラフと質量分析計を結合した装置を用いることにより、

両装置の特徴が組み合わされて高い分離、定性能力を発揮するとともに

選択的検出、定量を行う方法。 

15 ガスクロマトグラフ法 固定相（充塡剤）の間を移動相(気体）が通過するときに、移動相に含
まれる成分が分離されることを利用した分析装置。 

16 ガス状水銀 排ガス中に気体として存在する水銀（主に元素状水銀と二価水銀）及び

その化合物の総称 

17 空試験 試料を用いないで、試料を用いたときと同様の操作をする試験。 

注記：分析操作中に試料の汚染が生じていないかどうか確認できる。 

18 乾き排ガス 排ガスのうち水分を含まないもの、あるいは機械的に水分を除去したも

の、または計算により水分量を除去した状態のガスをいう。 

19 乾き排ガス流量 
乾き排ガスが単位時間あたり、どれだけの体積が移動したかを表した

量。湿り排ガス流量のデータと水分量のデータから計算される、水分を

除去したと仮定される計算上のガス量。 

20 乾式ガスメーター 

入口よりガスが計量室に入ると入口と出口側の圧力差を受けダイアフラ

ムが移動し、ガスはスライドバルブの働きで排気・吸気が切替えられ排

出される。この一連の動きを介して計量する実量式積算流量計である。

ガスの比重、粘度に影響されず、ガスを湿潤しないため水蒸気圧の影響

も受けない特徴を有する。 

21 器差 a) 測定器の示す値から示すべき真の値を引いた値。 

b) 標準器の公称値から真の値を引いた値。 
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番

号 用  語 解    説 

22 吸引管 先端にガラス繊維などを充塡して、排ガスを吸引する際に、ダストが混

入しないようにしたもので、硬質ガラスまたは金属製のものを用いる。 

23 吸引ノズル ダスト試料を採取するため、ダクト内に挿入して排ガスを吸引するノズ

ル。 

24 吸引流量 排ガスを吸引する際の速度。単位時間あたり、どれだけのガス体積を吸

引したかを表した量。 

25 吸光光度分析法 
適当な試薬で発色させた溶液試料中の目的成分(金属イオンなど)に光を
あて、その光が試料を通過する際の光の吸収の程度、すなわち吸光度を

測定することにより、目的成分の濃度を求める方法。 

26 吸湿管 
U字管あるいは吸収管に塩化カルシウムなどの吸湿剤を充塡したもの。
ガス中の水分を吸収させ、その前後の重量差よりガス中の水分量を計量

する。 

27 吸収瓶 煙道などからガスを吸引して液体と接触させ、ガス中の特定の成分を液

体に溶解、吸収させるためのガラス製器具 

28 許容差 a) 基準にとった値と、それに対して許容される限界との値の差。 

b) ばらつきが許容される限界の値。 

29 繰返し性 

次のすべての条件どおりに行われた、同一の測定量の連続する測定にお

ける結果間の一致の程度。 

 － 同一の測定手順 

 － 同一の測定者 

 － 同一の条件下で用いられた同一の測定装置 

 － 同一の場所 

 － 短時間での繰り返し。 

併行精度ともいう。 

30 クロマトグラフ クロマトグラフィーを行う装置。 

31 クロマトグラフィー 試料を固定相に接して流れる移動相に導入して、固定相及び移動相に対

する成分の特性の差によって分離を行う方法。 

32 蛍光分光分析法 
適当な波長の励起光を選んで試料に照射し、発する蛍光の強さを波長の

関数として得られるスペクトルと強度を測定することにより，試料中の

物質の定性、定量を行う分析法。 

33 計量法 
計量の基準を定めて適正な計量の実施を確保することで、品質の向上や

適正取引の推進等を図り、経済の発展及び文化の向上に寄与することを

目的として制定された法律 
34 系統誤差 再現可能で何らかの手段によって補正できるような誤差。 

35 欠測値 予定された一連の測定において、何らかの事故のために得られなかった

値。 

36 原子吸光分析方法 元素を熱解離、原子化させたとき、特有の波長の光を吸収する現象を利

用して試料中の元素の定性、定量を行う分析法 
37 検出下限 検出できる最小量(値) 

38 検知管 管内に発色試薬などを含む吸着剤又は液体を充塡し、これに気体を通過

させ、その気体の微量成分の検出又は簡易な定量を行うための器具。 

39 検知管式ガス測定器 
発色試薬などを含む吸着剤を管の内部に充塡し、これに気体を通過さ

せ、その気体の微量成分の検出又は簡易な定量を行うための器具。

(JISK0804参照） 
40 高速液体クロマトグラフ 高速液体クロマトグラフィーを行う装置。 

41 高速液体クロマトグラフ法 

（高速液体クロマトグラフィー） 

液体を移動相にしてカラムに試料を導入し、分析種を固定相との相互作

用（吸着、分配、イオン交換、サイズ排除など）の差を利用して高性能

に分離して検出する方法。 

42 国際単位系 
メートル条約における国際的定義に基づく単位系。 

 備考 国際単位系はSI基本単位(七つの基本単位及び組立単位)とSI
接頭語とで構成されている。 

43 誤差 測定値から真の値を引いた差 
44 個人誤差 測定者の個人差によって生じる誤差。 
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番

号 用  語 解    説 

45 個別試料採取方法 
ガス状と粒子状の物質に対して個別にノズルを用い，一方から試料ガス

を等速吸引して粒子状物質を採取し，他方から試料ガスをガス状物質の

採取に適した流量で吸引し，ガス状物質を採取する方法。 

46 再現性 

次の諸条件を変えて測定を行ったときの、同一の測定量の測定結果の間

の一致の程度。 

 － 測定の原理又は方法 

 － 測定者 

 － 測定装置 

 － 場所 

 － 使用条件 

 － 時間 

47 採取管 煙道などからガス分析用の試料を採取するときに使用する器具。試料ガ

ス温度や試料ガスとの反応性を考慮して材質を決定する必要がある。 

48 採取口 
採取管を挿入するためにダクト壁面を貫通して開けられた穴。ダクト内

の排ガスに対して直角に採取管を挿入できるような角度で、採取管のダ

クト内への出し入れが出来る太さのものを設置する。 

49 採取点 

採取位置に選定したダクト断面内に JIS Z8808の 5.3(測定方法)によって
選定される。ダクトの大きさ、形状によって決定されるが、各採取点に

おける分析結果の相違が少なく、ガス濃度の変動が採取位置断面におい

て±15%以下の場合には、任意の 1点として差し支えない。 

50 サイドストリームサンプリング 1つのノズルを用いて排ガスを等速吸引し，粒子状物質を捕集した後，
排ガスの一部を分岐し，ガス状物質を捕集する方法。 

51 作業標準物質 
分析・計測の現場において実用標準として用いる標準物質。トレーサビ

リティ上で、より上位の標準物質との比較によって標準値が付与され

る。 

52 JCSS 
Japan Calibration Service Systemの略称。計量法に基づく計量法トレーサ
ビリティ制度で「計量標準供給制度」と「校正事業者登録制度」の 2本
柱から成る。 

53 試験室間再現性 異なる施設間において測定する場合の精度。 

 備考 分析方法の標準化のために共同研究で評価する場合がある。 

54 試験室内再現性 同一施設内において試験日、実施者、器具、機器などを変えて測定する

場合の精度。 

55 質量分率 質量単位を用いて表した、ある成分の全体に対する比率。質量分率

0.123、質量分率 12.3%などと表す。 

56 質量濃度 溶液、固溶体、混合気体、分散系などにおける分析種の含有率を質量単

位を用いて表す数値。 

57 質量スペクトル（マススペクト

ル） 各イオンの強度を縦軸に、m／zの順序を横軸に並べた図 

58 質量分析計 質量スペクトルを測定する機器。通常、イオンを電流として検出・記録

する。 

59 湿式ガスメーター 
水またはオイル等の液体でシールされた軽量ドラムの回転と置換封液で

通過するガスを計量する実量式積算流量計で、ガスの比重、粘度に影響

されない。水でシールする場合水蒸気圧の補正が必要。 
60 湿り排ガス 燃料中の水素が燃焼すると水蒸気となる、これを含む燃焼排ガス 

61 湿り排ガス流量 

湿り排ガスが単位時間あたり、どれだけの体積が移動したかを表した

量。ダクト断面積、大気圧、静圧、流速、温度から計算される。あるい

は、燃料の単位当たりの湿り排ガス量と燃料消費量による燃焼計算から

も計算することができる。 

62 真空フラスコ法 
試料ガスをガスの状態で捕集するガラス製の減圧捕集瓶の一つである真

空フラスコを用いた採取方法。真空フラスコには個別規格に規定する吸

収液を入れ、フラスコ内を減圧してから捕集操作を行う。 

63 真空捕集瓶法 
試料ガスをガスの状態で捕集するガラス製の減圧捕集瓶の一つである真

空捕集瓶を用いた採取方法。真空捕集瓶は容器内を減圧してから捕集操

作を行う。 
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番

号 用  語 解    説 

64 真度 試験値と採択された参照値との間の一致の程度。 

65 真の値 

ある特定の量の定義と合致する値。 

 備考１ 特別な場合を除いて観念的な値で、実際には求められないの

で、真の値とみなし得る値を用いることがある。 

 備考２ 標準器の真の値とは、標準機が現実にもつ値をいう。  
66 信頼区間 ある水準での信頼性を示す区間。 

67 信頼性(測定値の) 機器、方法又はそれらの要素が、既定の条件の範囲内において規定の機

能と性能を保持する性質又は度合い。 

68 静圧 動圧と対比した静止流体の圧力。ピトー管を煙道、ダクトに挿入した

際、流れ方向とは逆側のピトー管表面の圧力として測定される。 
69 精確さ 真度(trueness)と精度(precision)とを含めた総合的な良さ 
70 精度 測定値におけるばらつきの程度。例えば、標準偏差によって表す。 

71 赤外線吸収方法 
赤外線の吸収現象を利用する分析法の総称。分子振動のうち赤外線をあ

てると双極子モーメントの変化を起こす振動に対応する特定波長での共

鳴吸収を利用して物質の分析を行う。 

72 積算流量計 流れるガス量を積算して体積を測定する流量計。ガスメーター。乾式と

湿式の 2種類がある。 
73 全水銀 排ガス中のガス状水銀及び粒子状水銀の総称 
74 相対標準偏差 測定値の標準偏差を平均値によって除した値。 

75 測定点 

ダクト断面における流速や対象物質の測定ポイント。ダクトの形、断面

積によって最大 20点まで規定される。測定点間の濃度変動が小さい場
合は、ガス状物質の場合は任意の 1点に、ダストの場合も測定点を省略
化できる規定もある。基本的な考え方は、平均流速や対象物質の平均濃

度をできるだけ少ない点でかつできるだけ小さい誤差で測定することに

ある。 

76 体積濃度 溶液、固溶体、混合気体、分散系などにおける分析種の含有率を体積単

位を用いて表す数値。 

77 体積分率 体積単位によって表した、ある成分の全体に対する比率。体積分率

0.123、体積分率 12.3%などと表す。 

78 代表点採取法 
ダクト中の 1箇所または数箇所の測定点で平均のダスト濃度が求められ
ることが確認されている場合、その定められた代表点で、1個または数
個のダスト捕集器を用いてダスト試料を採取する方法。 

79 ダスト 

排ガス中に含まれるばいじん、粉じんなどの固体粒子で、ろ過捕集し乾

燥によって付着水分を除いたもの。ただし、ミスト（液体粒子）中に含

まれる可溶性物質など、JIS Z 8808に基づく測定によって秤量されるも
のは、ダストとみなす。 

80 定電位電解分析法 作用電極の電位を一定にして電解を行う分析方法。 
81 定量下限 ある分析方法で分析対象成分の定量が可能な最小量(値)又は最小濃度。 

82 滴定 

試料溶液に含まれている分析値に対し、これと反応する試薬(滴定剤と
いう。）として、濃度既知の標準液を用いるか又は滴定剤を電気的に発

生させて、化学量論的な反応終点までに要した標準液の量又は電気量か

ら分析種を定量する操作。 

83 等速吸引 
ダスト試料を採取するため、吸引ノズルを用いて排ガスを吸引する際

に、吸引ノズルを排ガスの流れに直面させて、排ガスを同じ流速でガス

を吸引すること。 

84 動圧 
単位体積の流体の運動エネルギーを意味し、圧力の単位を持つ。ピトー

管を煙道、ダクトに挿入した際、流れ方向からの圧(全圧）とその逆側
の圧（静圧）との差として測定される。 

85 トラベルブランク 
試料採取に伴うブランク値の上昇程度を確認するために、試料採取以外

の工程を実試料と同様に行った試料。 

 注記 フィールドブランクともいう。 
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番

号 用  語 解    説 

86 トレーサビリティ 
個々の校正が不確かさに寄与する，切れ目なく連鎖した，文書化された

校正を通して，測定結果を参照標準に関係づけることができる測定結果

の性質。 

87 2形ダスト捕集器 ダクト捕集器をダクト外に置くものを 2形ダスト捕集器という、排ガス
温度が露点以下にならない程度にダスト捕集部を保温または加熱する。 

88 二次標準 同一の量の一次標準との比較によって値が付与された標準。 

89 排ガス 工場及び事業場において燃料、その他の物の燃焼に伴って、または各種

製造の工程などにおいてダクトに排出されるガス。 

90 外れ値 
同一条件下で得た一組の測定値の中で、同一母集団に属するものではな

いと判定された値。 

 備考 判定する前の値は、疑わしい値(suspected value)という。 

91 ばらつき 大きさがそろっていない測定値の状態。 

 備考 例えば、ばらつきの大きさを表すには、標準偏差を用いる。 

92 バリデーション 
妥当性を総合的に検討・評価すること。分析方法に関しては分析方法の

妥当性を検討するために、真度、精度などそのパラメータの評価が必要

となる。 
93 範囲(測定値の) 測定値の最大値と最小値との差、Rで表す。 

94 ピトー管 

流速測定用の計器。通常、静圧管と組み合わせて全圧と静圧を同時に測

定し、その差から動圧を求めることで流速を測定する。L形、ウェスタ
ン形等の種類がある。実際の測定では多少の誤差を含むのでピトー管係

数を乗じて補正する。 

95 ピトー管係数 ピトー管を用いて測定した流速に対する修正係数。それぞれのピトー管

に固有の値をもつ。 

96 非分散形赤外線分析計 
赤外領域に吸収帯をもつ気体又は液体の濃度を連続測定する装置のう

ち、分光を分散媒によらずガスフィルタや選択性検出器によって選択性

をもたせた分析計。NDIRと略称する。 
97 標準状態 物質の特性の基準となる状態。気体の場合、0℃、1気圧。 
98 標準不確かさ 標準偏差で表される、測定結果の不確かさ。 

99 標準物質 

指定された性質に関して十分に均質、かつ、安定であり、測定又は名義

的性質の検査において、意図する用途に適していることが立証されてい

る物質。 

注記 標準物質とは、総称的な用語である。 

100 標準偏差 分散の平方根の絶対値。 

101 品質管理 製品、サービスなどの品質に関する目標を満たしていることを検証し、

維持、改善を実施する行為。 

102 不確かさ 測定の結果に付随した，合理的に測定量に結びつけられる値のばらつき

を特徴づけるパラメータ。 

103 普通形自動試料採取装置 
普通形試料採取装置の構成で温度計とピトー管を付けることによって排

ガス温度、圧力、流速を同時に測定し、制御装置や演算器を介して、等

速吸引量を自動制御して測定する。 

104 普通形手動試料採取装置 普通形試料採取装置の構成で制御装置や演算器を有しないもので、あら

かじめ求めておいた等速吸引量に手動で合わせて測定する。 

105 普通形試料採取装置 

測定点における排ガス及び吸引ガスの諸条件（温度、圧力、水分量、密

度、流速など）をあらかじめ測定し、等速吸引量を求め、それに合わせ

て排ガスを吸引してダスト試料をろ過捕集するもので、構造および機能

によって、手動と自動に区分される。 
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番

号 用  語 解    説 

106 分散 

個々の測定値(x1,x2･･･xn)について、平均値 からの偏差の二乗和を自由

度で除したもの。 

 

 

 

              として求める。 

 

 母集団分布の分散の偏りのない推定値であるので、不偏分散ともい

う。 

107 分散分析 測定値全体の変動を、幾つかの要因に対応する変動成分とその残り変動

成分とに分けて、検定または推定を行うこと。 

108 分析誤差 
化学分析操作に伴って生じる誤差。分析機器、手順、分析方法に起因す

る偏り(系統誤差）、及び環境因子の変動に起因するばらつき(偶然誤差)
を含む。 

109 平衡形自動試料採取装置 平衡形試料採取装置の構成で温度計で排ガス温度を測定し、演算制御器

を介して等速吸引量を自動制御して測定する。 

110 平衡形手動試料採取装置 平衡形試料採取装置の構成で吸引ポンプの流量を手動で調整し、排ガス

の動圧または静圧と平衡させることで、等速吸引測定を行う。 

111 平衡形試料採取装置 

あらかじめ等速吸引量を求めることなく、排ガスの動圧または静圧を利

用してこれを吸引ガスの圧力と平衡させることによって、直ちに等速吸

引によってダスト試料をろ過捕集するもので、構造および機能によっ

て、手動と自動に区分される。 
112 偏差 測定値からその期待値(通常は平均値)を引いた差。 

113 ベンチュリ管 断面積が連続的に変化する絞り管を用いて、流体の速度を変化させるこ

とによって差圧を得る流量センサー。 

114 変動 

個々の測定値(x1,x2･･･xn)について、平均値 からの偏差の二乗和。 

 

 

 

                として求める。 

115 変動係数 
標準偏差を平均値で除した値。通常、百分率で表す。変動係数はばらつ

きを相対的に表すもので、通常、変量のとる値が決して負にならない場

合に用いる。相対標準偏差を用いることが望ましい。 

116 ポーラログラフィー 電極間電位を変化させながら、電解によって得られる電圧－電流曲線又

は電流－電位(電圧)曲線を解析して行う分析方法。 

117 捕集バッグ法 

試料ガスをガスの状態で捕集する合成樹脂フィルム製のバッグを用いた

採取方法。直接法では吸引ポンプから直接バッグに試料を導入し、間接

法ではバッグを気密容器に入れ、気密容器を減圧することによってバッ

グ内に試料を導入することで採取を行う。 

118 捕集瓶法 

コックが二つ付いた流通式捕集瓶又はコックが一つ付いた真空捕集瓶を

用いて試料ガスをガスの状態で捕集する試料ガス採取法。流通式捕集瓶

ではその容量よりも過剰の排ガスを通過させた後に採取し、真空捕集瓶

ではあらかじめ真空ポンプを用いて真空にしておいてから排ガスを導入

して採取する。 

119 ミスト 液体粒子。水その他の溶液を用いて排ガスを洗浄又は冷却するスクラバ

ーの後流ダクトにおいて存在することがある。 

120 ミスト分離器 液体粒子をミストといい、その除去のための装置。気液分離器ともい

う。 

121 メインストリームサンプリング 

捕集対象物質がガスと粒子状物質（ダストに付着するものも含む）の両

方の形で存在する場合、1 つのノズルを用いて、排ガスを等速吸引して
粒子状物質を捕集した後，同流量の排ガスからガス状物質を捕集する方

法。 

 

 

= 1( − 1) ( − ̅)  

= ( − ̅)
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番

号 用  語 解    説 

122 面積流量計 

測定管内の流体（気体、液体、蒸気）によって上昇力を受ける部分（フ

ロートなど）の位置、指示値により流量を測定するタイプの流量計。主

なものにフロート形とピストン形があるが、気体に用いられるのはフロ

ート形である。 

123 漏れ試験 試料採取を実施する前に、採取管から捕集部までの間に空気の漏れ込み

がないか確認するための操作。 

124 有効塩素量 排ガス中の塩素を分析する際に使用する塩素標準液のうち、塩素標準液

として有効に働く塩素の全重量に対する百分率のこと。 

125 有効数字 測定結果などを表す数字のうちで、位取りを示すだけのゼロを除いた意

味のある数字。 

126 誘導結合プラズマ質量分析法 

試料に含まれる分析対象元素を誘導結合プラズマ（ラジオ波領域の高周

波電力を誘導結合させて発生するプラズマ）によってイオン化し、生成

したイオンを質量分析計に導入して、元素又は同位体を分析する方法。

イオンの質量電荷比に基づいて定性分析を行い、イオンの個数を測定し

て定量分析を行う。 

127 誘導結合プラズマ発光分光分析法 
試料に含まれる分析対象元素を誘導結合プラズマによって気化励起し、

得られる原子スペクトルの線の発光強度を測定することによって定量分

析を、また、波長を同定することによって定性分析を行う方法。 

128 粒子状水銀 排ガス中のダストに含まれる水銀及びその化合物の総称 

129 連続分析法 

分析装置に試料を自動的に導入するか、又は検出端を試料の流れの中に

挿入することによって、試料の濃度などを自動、かつ、連続的に測定す

る方法。測定が完全に連続でなくても、一定時間ごとに自動採取・測定

が行われるものは、間欠連続として連続分析に含まれる。通常、測定は

一定の項目に限定していることが多い。 

130 ろ過材 固体と流動体とを分離するためのろ過の操作に用いられる多孔性物質を

用いた流動体だけを通過させる材料。 
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（英略語：アルファベット順）  

英略語  元の用語  

ABTS 法  2 ,  2-Azino-Bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic  acid)  method 
（ 2,2 '-アジノ -ビス (3-エチルベンゾチアゾリン -6-スルホン酸)法） 

AHMT 法  4-Amino-3-Hydrazino-5-Mercapto-1,2,4-Triazole  method 
（ 4-アミノ -3-ヒドラジノ -5-メルカプト -1 ,2,4-トリアゾール法）  

CV Coeff icient  of  Variat ion 
（変動係数）  

DL-PCB Dioxin-Like PCB 
（ダイオキシン様 PCB）  

DMSO Dimethyl  Sulfoxide 
(ジメチルスルホキシド )  

DNPH 2,4-Dini torophenylhyrazine  
(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン )  

ECD Electron Capture Detector 
(電子捕獲検出器 )  

FID Flame Ionization Detector   
（水素炎イオン化検出器）  

FPD Flame Photometr ic  Detector   
（炎光光度検出器）  

GC Gas Chromatograph 
(ガスクロマトグラフ )  

GC/MS Gas Chromatograph/Mass Spectrometer 
(ガスクロマトグラフ質量分析計 )  

HPLC High Performance Liquid Chromatograph 
（高速液体クロマトグラフ）  

IC Ion Chromatograph 
(イオンクロマトグラフ )  

ICP Induct ively Coupled Plasma 
(誘導結合プラズマ )   

ISE Ion Select ive Elect rode 
(イオン電極）  

ISO International  Organizat ion for  Standardization 
（国際標準化機構）  

IUPAC International  Union of Pure and Applied Chemistry  
(国際純正応用化学連合 )  

NEDA 法  Naphthylethylenediamine method 
（ナフチルエチレンジアミン法）   
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英略語  元の用語  

PCB Polychlor inated Biphenyl 
(ポリ塩素化ビフェニル )  

PCDD Polychlor inated Dibenzo-p-Dioxin 
(ポリ塩素化ジベンゾジオキシン )  

PCDF Polychlor inated Dibenzofuran 
(ポリ塩素化ジベンゾフラン )  

PCP 法  4-Pyridinecarboxyl ic  acid-Pyrazolone method 
（ 4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン法）  

PDS 法  Phenol  Disulfonic  acid method 
（フェノールジスルホン酸法）   

PFK  Perf luorokerosene 
(パーフルオロケロセン ) .   

PTFE Polytet raf luoroethylene 
(四ふっ化エチレン樹脂 )  

RSD Relative Standard Deviation 
（相対標準偏差）  

SI  The International  System of  Units 
(国際単位系 )  

SIM Selected Ion Monitoring 
(選択イオン検出 )   

SUS Stainless  steel   
(ステンレス鋼； SUS は JIS における略語）  

TCD Thermal  Conduct ivi ty Detector 
（熱伝導度検出器）  

TEF Toxicity Equivalent  Factor 
(毒性等価係数 )  

TEQ Toxici  Equivalents 
(毒性等量 )  

Zn-NEDA 法  Zinc reduction-Naphthylethylenediamine method 
（亜鉛還元ナフチルエチレンジアミン法）   

 

 


