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大気モニタリング-- 光化学オキシダント

光化学オキシダントの環境基準達成状況が低いことからその未達成の
解明に光化学オキシダント濃度の経年変化を把握することが必要と
なっている。

この経年変化を見る上で光化学オキシダントの測定方法の変更や改善が
行われてきておりその測定値の継続性が課題となっている。

昭和40年頃から光化学オキシダントの常時監視が開始されたが実用化
された測定器がなかったことや測定器の校正に必要な濃度既知のオゾンガス
を得る方法が確立されていない。

また、光化学オキシダントの主成分であるオゾンの不安定さから他の汚染
物質とは異なる保守管理が必要である。

これらの事項等について調査研究が行われ、その成果が得られるごとに
測定方法の変更等が行われた。

これまでに測定値の継続性に関連する調査研究や法改正等を次にまとめて
みた。

これらの事項についてのべる。



光化学オキシダント測定方法の変更・改善関連事項

発生年月 事　　　　　項 変更、改善事項等

1965年（昭和40年） 国設東京大気汚染測定所設置（厚生省）
・測定物質SO2、NOｘ、
Ox、SPM

1967年（昭和42年）4月 Ox自動測定器による常時監視開始
・吸収液：10％NBKI
・校正：静的校正

1970年（昭和45年）7月 東京杉並立正高等学校人体被害発生

1970年（昭和45年）7月 東京都光化学スモッグ注意報、警報発令基準設定

1972年（昭和47年）3月
大気汚染物質（オキシダント）の測定方法及び監
視に関する研究報告（昭46年度環境庁委託）

1973年（昭和48年）3月
光化学オキシダントおよび炭化水素測定方法に関
する試験報告書（昭和４７年度環境庁委託）

・校正用オゾンガス濃度決
定測定法の提案（日本法）

1973年（昭和48年）5月 Ox環境基準設定

1976年（昭和51年）3月
光化学オキシダント等測定方法に関する試験報告
書（昭和50年度環境庁委託調査）

・校正用オゾンガス濃度決
定測定法の比較試験

1976年（昭和51年）11月 Ox自動測定器のJIS制定
・KI法自動測定器の吸収液
2％KI
・動的校正法の採用

1977年（昭和52年）4月
大気汚染防止法に基づくOxに係る緊急時の措置を
執るべき場合のOx濃度の変更等について

・2％KI吸収液、動的校正
法の規定
・注意報基準0.15ppmを
0.12ppmに変更
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				　発生年月		　変更、改善事項等		　　仕様等

				1965年（昭和40年） ネン ショウワ ネン		国設東京大気汚染測定所設置（厚生省） コクセツ トウキョウ タイキ オセン ソクテイ ショ セッチ		SO2、NOｘ、Ox、SPM

				1967年（昭和42年）4月 ネン ショウワ ネン ガツ		Ox自動測定器による常時監視開始		吸収液：10％NBKI
校正：静的校正 コウセイ セイテキ コウセイ

				1970年（昭和45年）7月 ネン ショウワ ネン ガツ		東京杉並立正高等学校人体被害発生

				1970年（昭和45年）8月 ネン ショウワ ネン ガツ

				1972年（昭和47年）3月 ネン ショウワ ネン ガツ		大気汚染物質（オキシダント）の測定方法及び
監視に関する研究報告（昭46年度環境庁委託） タイキ オセン ブッシツ ソクテイ ホウホウ オヨ カンシ カン ケンキュウ ホウコク ショウ ネンド カンキョウチョウ イタク

				1973年（昭和48年）3月 ネン ショウワ ネン ガツ		光化学オキシダントおよび炭化水素測定方法に関する試験報告書（昭和４７年度環境庁委託） コウカガク タンカ スイソ ソクテイ ホウホウ カン シケン ホウコクショ ショウワ ネンド カンキョウチョウ イタク

				1973年（昭和48年）5月 ネン ショウワ ネン ガツ		Ox環境基準設定		吸収液：10％NBKI
校正：静的校正静的校正 コウセイ セイテキ コウセイ セイテキ コウセイ

				昭和42年4月

						(国設東京、大阪)		校正：静的校正

				16619

				17593		校正用オゾンガス濃度決定測定法		吸収液：1％NBKI

						(日本法)の提示		吸収管数：１本

				17654		Ox環境基準設定		吸収液：10％NBKI

								校正：静的校正

				18933		大気中のオキシダント自動測定器のJIS制定		吸収液：2％NBKI

				19054		2％KI吸収液、動的校正法の採用		校正：動的校正

						Oxに係る緊急時発令濃度の改正		(注意報：0.12ppm)

				19176		Ox自動測定器の動的校正マニュアル

				22463		「Ox自動測定機の指示値に対する温度影響等について」報告書		測定局温度管理

								向流吸収管洗浄

				平成8年10月		Ox環境基準評価の測定法一部改正（乾式法測定器の追加）
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				発生年月		事　　　　　項 コト コウ		変更、改善事項等

				1965年（昭和40年）		国設東京大気汚染測定所設置（厚生省）		・測定物質SO2、NOｘ、Ox、SPM ソクテイ ブッシツ

				1967年（昭和42年）4月		Ox自動測定器による常時監視開始		・吸収液：10％NBKI
・校正：静的校正

				1970年（昭和45年）7月		東京杉並立正高等学校人体被害発生

				1970年（昭和45年）7月 ネン		東京都光化学スモッグ注意報、警報発令基準設定 トウキョウト コウカガク キジュン セッテイ

				1972年（昭和47年）3月		大気汚染物質（オキシダント）の測定方法及び監視に関する研究報告（昭46年度環境庁委託）

				1973年（昭和48年）3月		光化学オキシダントおよび炭化水素測定方法に関する試験報告書（昭和４７年度環境庁委託）		・校正用オゾンガス濃度決定測定法の提案（日本法）
 ニホン ホウ

				1973年（昭和48年）5月 ネン ショウワ ネン ガツ		Ox環境基準設定

				1976年（昭和51年）3月 ガツ		光化学オキシダント等測定方法に関する試験報告書（昭和50年度環境庁委託調査） トウ ソクテイ ホウホウ カン シケン ホウコクショ ショウワ ネンド カンキョウ チョウ イタク チョウサ		・校正用オゾンガス濃度決定測定法の比較試験
 ヒカク シケン

				1976年（昭和51年）11月		Ox自動測定器のJIS制定 セイテイ		・KI法自動測定器の吸収液2％KI
・動的校正法の採用 ホウ ジドウ ソクテイ キ キュウシュウ エキ ドウテキ コウセイ ホウ サイヨウ

				1977年（昭和52年）4月 ネン ショウワ ネン ガツ		大気汚染防止法に基づくOxに係る緊急時の措置を執るべき場合のOx濃度の変更等について
		・2％KI吸収液、動的校正法の規定
・注意報基準0.15ppmを0.12ppmに変更 チュウイホウ キジュン ヘンコウ

				1977年（昭和52年）7月 ネン ショウワ ネン ガツ		Ox自動測定器の動的校正マニュアル制定 セイテイ

				1980年（昭和55年）8月 ネン ショウワ ネン ガツ		環境大気常時監視マニュアル発行 カンキョウ タイキ ジョウジ カンシ ハッコウ

				1986年（昭和61年）2月 ネン ショウワ ネン ガツ		環境大気常時監視マニュアル改訂（第2版） カンキョウ タイキ ジョウジ カンシ カイテイ ダイ ハン

				1986年（昭和61年）7月 ネン ショウワ ネン ガツ		環境庁委託研究「Ox自動測定器の指示値に対する温度影響等について」報告書 カンキョウ チョウ イタク ケンキュウ ジドウ ソクテイ キ シジ チ タイ オンド エイキョウ トウ ホウコクショ		・測定器の温度影響
・向流吸収管洗浄 ソクテイ キ オンド エイキョウ コウリュウ キュウシュウ カン センジョウ

				1990年（平成2年） ネン ヘイセイ ネン		環境大気常時監視マニュアル改訂（第3版）

				1996年(平成8年)10月		大気中の二酸化硫黄等の測定方法の改正について（環大企346号） カン ダイ キ ゴウ		・乾式法測定器の追加

				1998年(平成10年)9月		環境大気常時監視マニュアル改訂（第4版）

				2006年（平成18年）6月 ガツ		大気中のOx自動測定器のJIS改正 タイキチュウ ジドウ ソクテイ キ カイセイ		・O3の濃度の値付法が紫外線吸光光度法に改正 カイセイ

				2007年（平成19年）3月 ネン ヘイセイ ネン ガツ		環境大気常時監視マニュアル改訂（第5版）		・O3の濃度の値付法はOx自動計測器の動的校正マニュアルによる。
・紫外線吸光光度法が参考として示される サンコウ シメ

				2010年（平成22年）3月		環境大気常時監視マニュアル改訂（第6版） カイテイ		・O3の濃度の値付法が紫外線吸光光度法に改正

				2010年（平成22年）3月 ネン		「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について」の一部改正		・O3濃度の値付け法に紫外線吸光光度法に改正
・従来のOx動的校正マニュアルは参考法となる　 カイセイ ジュウライ サンコウ ホウ
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1977年（昭和52年）7月 Ox自動測定器の動的校正マニュアル制定

1980年（昭和55年）8月 環境大気常時監視マニュアル発行

1986年（昭和61年）2月 環境大気常時監視マニュアル改訂（第2版）

1986年（昭和61年）7月
環境庁委託研究「Ox自動測定器の指示値に対する
温度影響等について」報告書

・測定器の温度影響
・向流吸収管洗浄

1990年（平成2年） 環境大気常時監視マニュアル改訂（第3版）

1996年(平成8年)10月
大気中の二酸化硫黄等の測定方法の改正について
（環大企346号）

・乾式法測定器の追加

1998年(平成10年)9月 環境大気常時監視マニュアル改訂（第4版）

2006年（平成18年）6月 大気中のOx自動測定器のJIS改正
・O3の濃度の値付法が紫外

線吸光光度法に改正

2007年（平成19年）3月 環境大気常時監視マニュアル改訂（第5版）

・O3の濃度の値付法はOx自
動計測器の動的校正マニュ
アルによる。
・紫外線吸光光度法が参考
として示される

2010年（平成22年）3月 環境大気常時監視マニュアル改訂（第6版）
・O3の濃度の値付法が紫外
線吸光光度法に改正

2010年（平成22年）3月
「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚
染の状況の常時監視に関する事務の処理基準につ
いて」の一部改正

・O3濃度の値付け法に紫外
線吸光光度法に改正
・従来のOx動的校正マニュ
アルは参考法となる
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トラックなどが行きかう旧京葉道路です。手前
はかなりはっきり写っていますが、奥の方は
排ガスでかすんでいます。

東京の自動車保有台数が200万台を突破
したのが昭和44（1969）年。

翌昭和45（1970）年4月には、新宿区牛込
柳町で、自動車排ガスによる鉛公害が問題とな
り、7月には、杉並区を中心に広い地域で光化
学スモッグが発生しました。

写真集東京の公害「大気汚染」東京都環境局より

大気汚染調査等にかかわった当時（昭和40年代）の状況
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国設東京大気汚染測定所におけるOx及び各汚染質グラフ

昭和45年（1970年）7月18日

瞬間値 0.37ｐｐｍ

1時間値 25.7ｐｐｍ

・東京杉並立正高校の光化学スモッグ被害の発生時の汚染物質濃度



Beckman Oxidant  Analyzer

・国設東京に設置されたオキシダント自動測定器



試料大気導入管 ダスト除去フィルタ 三酸化クロムスクラバ

流
量
計

試料大気吸引ポンプ

向
流
吸
収
管

比較セル 測定セル

光源ランプ

活性炭吸着フィルタ

送液ポンプ 吸収液タンク

吸収液の流れ

試料大気の流れ

・国産の吸光光度法オキシダント自動測定器装置構成図



吸収液の流れ 試料大気の流れ

バイパス流路

吸収液：
中性リン酸塩干渉2％KI

活性炭フィルタ：
吸収液中のよう素を
吸着除去

酸化器:マイナス干渉するSO2を
SO3に酸化する、三酸化クロム-硫酸
の酸化剤

吸光度測定部：
波長365ｎｍの
吸光度を測定

吸光光度法オキシダント自動測定機

〇測定系統図



大気汚染物質の常時監視測定器における測定誤差の発生要因

・次のような事項があげられる。

①測定原理に由来する測定誤差

②測定器の保守点検による誤差

誤差発生要因
光化学オキシダント

（中性ヨウ化カリウム吸光光度法）

測定原理
干渉成分（窒素酸化物、二酸化硫黄）
標準ガス

保守点検

向流吸収管の洗浄
測定室の室温
試料大気導入管
除じん用フィルタ
三酸化クロム硫酸スクラバー
試料大気吸引量
吸収液量

光化学オキシダント自動測定器の場合



誤差発生要因 二酸化硫黄（溶液導電率法）

測定原理
干渉成分（酸性ガス､アルカリ性ガス）
吸収液の蒸発

保守点検
試料大気吸引量
吸収液量

インピンジャーの洗浄

誤差発生要因 二酸化窒素（ザルツマン吸光光度法）

測定原理
ザルツマン係数
NOのNO2への酸化率

保守点検

バブラーの孔径
バブラーの洗浄
試料大気吸引量
吸収液量

二酸化硫黄自動測定器の場合

窒素酸化物自動測定器の場合



・二酸化硫黄(48.5告示)や二酸化窒素(48.8,改定53.7告示)、
光化学オキシダント(48.5告示)の環境基準設定当時の
標準測定法は吸収液を使用する湿式の自動測定器であった。
（平成8年10月に乾式法測定器追加）

・これらの測定器の目盛校正は、標準溶液（等価液）を使用する
静的校正法であった。

・静的校正法は、吸収液に対する測定対象ガスの吸収効率など
測定器全体を含めた校正が行われないため測定器間で測定値が
異なる可能性がある。

・標準ガスによる動的校正が望ましいが、環境大気濃度レベルの
標準ガスの供給体制が確立していなかったため静的校正法が
とられていた｡

・標準ガスの供給は､平成5年（1993年）11月に新計量法が施行さ
れ、

計量標準供給制度（トレーサビリテイ制度）が創設された。
これにより国家計量標準とトレーサブルなSO2やNOなどの標準ガス
が入手できるようになり動的校正ができるようになった｡

測定器校正用標準ガスの供給までの経過



・Ox自動測定器の動的校正は、昭和51年（1976年）11月のJIS制定
から行われるようになった。

・動的校正用の標準オゾンは、高圧容器詰めなどで得ることが
不可能で手分析法である中性ヨウ化カリウム吸光光度法により
標準オゾン濃度を決定する。
これについては、トレーサビリティの確保が課題となってい

た。

・平成23年（2011年）4月から国際標準とトレーサビリティの
とれた紫外線吸収法による方法に改正された。

光化学オキシダントの校正用標準オゾンの供給



●動的校正用の標準オゾン濃度を求める測定方法の検討

標準O3濃度を決定する測定方法の検討が昭和47年度環境庁の
委託研究として3機関が担当し行われている。

◎検討内容
・わが国でOxの手分析法として採用例が多いSelected Methodsの

中性よう化カリウム吸光光度法を基本に行われている。
（U.S.Department of Health Education and Welfare Public Health Service:

Selected Methods for the Measurment of Air Pollutants,D－1（1965））

・測定原理は、ヨウ化カリウム溶液（KI）にOx(O3)を通気し
遊離するよう素（I2）の発色を352nm付近の吸光度を測定。

２KI ＋ O3 ＋ H2O ⇒ I2 ＋ O2 ＋ 2KOH

・この測定法は､遊離したI2の高い揮散性から測定条件の
設定が問題となる。
委託研究では、次のような事項について検討を行っている。

（光化学オキシダントおよび炭化水素測定方法に関する試験報告書（昭和47年度環境庁

委託調査）光化学オキシダント等測定法研究会、昭和48年3月）

（公害資源研究所（現 独立行政法人 産業技術総合研究所）、
東京都公害研究所（現 東京都環境科学研究所）、電気化学計器㈱）



◎検討事項

1）吸収液の安定性

2）標準液の安定性

3）オゾン濃度測定値におよぼすKI濃度の影響

4）オゾン濃度測定値におよぼす通気速度の影響

5）オゾン濃度測定値におよぼす通気時間の影響

6）インピンジャーの形状の影響

7）吸収液量の測定値に与える影響

8）放置時間の測定値に与える影響

9）中性ヨウ化カリウム法の温度影響



◎検討の参考としたSelected Methodsの
中性ヨウ化カリウム吸光光度法

装置
・吸収管：ガラス製ミゼットインピンジャー
・フロートメータ 1～2L/min

吸収液
・1％ヨウ化カリウム ｐH6.8に調整

（リン酸二水素カリウム、リン酸水素二ナトリウム、ヨウ化カリウム)

試料採取
・インピンジャーに吸収液10mlを入れ、試料大気を1～2L/minで

30分間吸引（30分以上は避ける）。
試料採取後、30～60分の間に352nmで吸光度測定。

インピンジャー

ミスト
トラップ

ポンプ

流量計

採取装置図

ミゼットインピンジャー

・測定法の概要



◎試験方法と検討結果

1）吸収液の安定性（室温保存）

1、5、10％の中性KI濃度の吸収液を褐色びんに入れ、
室温で30日間放置、吸光度の変化を調べた。

3機関の平均で1%KIが0.01、5％KIが0.02、10％KIが0.27で、

1％KI吸収液が1か月程度では吸光度にほとんど変化ない。

2）標準液の安定性
1、5、10％のKI濃度の吸収液にI2を添加し、吸光度

0.05、0.15、0.30の標準液を調製し、室温に放置、吸光度の
変化を調べた。

1、5%KIの標準液は、1日で約24％、10％KIでは39％の減少。

標準液の安定性が悪く校正の都度調整が必要。



3） O3濃度測定値におよぼすKI濃度の影響

KI濃度1、5、10％の各吸収液をインピンジャーに10ml入れ、
O3濃度、0.1ppm、0.3ppm付近のガスを1L/minで導入。

KI濃度(%)

オ
ゾ
ン
濃
度(

p
p
m
)

吸収液のKI濃度によって測定されるO3濃度に

大きな差があることがわかる。

この原因の一つとして、遊離I2の揮散量の

差があげられる。



通気による吸光度の減少は10％KIの方が1％KIに比べ小さく

I2の揮散量が少ないことがわかる。

3-1）通気によるI2の減少

1％KI、10％KI濃度の吸収液にI2を添加し、わずかに着色した
溶液をインピンジャーに入れ、精製空気を1L/minで10分、20

分、
30分間通気した場合の吸光度の変化を調べたもの。

通気時間（min)

吸
光

度



3-2） 吸収液のKI濃度とO3の化学量

吸収液のKI濃度を高くすることで通気によるI2の揮散量が
小さくなるが下記のような化学量論的考察がある。

・R.A.Paulsonらは、I2の通気による揮散量が中性KI吸光光度法で
問題があることを指摘。

・ASTM 2011では20％、10％KI吸収液は光でI2を遊離し不安定。
また、20％KI吸収液はO3との反応で化学量論的に35％高い。

1％KI法が理論収率を与え安定としている。

・1％KI法のO3との化学量論的考察
A.W.Boydらは、O31molからI2 1.53±0.12mol遊離する実験を報告。
J.A.Hodgesonら、S.L.KopczinskiらがO3－NOのgasphase titrationや
赤外吸収によって1％KI法がO3とI2が等モルであることを報告。

このような状況から判断し、KI濃度を1％に選ぶことが妥当と
考えるとしている。



4）O3測定値におよぼす通気速度の影響

通気速度の影響について、次の条件に設定し行っている。

・吸収液のKI濃度：1，5，10％
・O3濃度：0.1、0.3ppm付近
・通気速度：0.2、0.5、1.0、2.0L/min
・通気時間：通気速度1L/min以下の場合30分、2L/minの場合15分

・通気速度が0.2L/min、0.5L/minでは、

KI濃度及び実施機関よって変動が大き

い。

・1L/min、2L/minでは変動の小さい

安定した測定値が得られている。

通気速度（L/min)
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５）O3濃度におよぼす通気時間の影響

下記の条件でO3測定した場合の測定値を比較。

・インピンジャーに1％KI吸収液を10ml
・通気速度1L/minに固定
・通気時間を5,10,20,30分間

・通気時間長くなるにつれてO3測定値
が低くなる傾向。
公害資源研は、10分通気が最高濃

度。

・ASTMなど他の測定法の通気時間は、
10分間のものと、30分以内がある。

・Oｘ自動測定器の校正を行う最低濃度
を0.05ppmに仮定した場合、吸光度が
0.08付近となる通気時間15分が妥当
と考えられるとしている。

測定法
吸収液
KI濃度

吸収液量
（ｍｌ）

通気速度
（L/min)

通気時間 放置時間

ASTM D2912-70 1% 10 0.5～3 30分以内 30～60分
Selected Methods 1% 10 1～2 30分以内 30～60分
Reference Method 1% 10 0.2～1 10分 直後

通気時間（min)
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ン
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度
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ｐ
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ｍ

）



6）インピンジャーの形状の影響
他の測定法のインピンジャーの形状は、 ASTMとSelected Methodsが
同規格でRefarence Method(EPA)が異なる規格。
検討は、前者について実施している。

ASTMの下記の形状のインピンジャーにO3濃度0.3ppm付近のガスを
1L/minで通気した場合の測定値を比較。
・ノズル径：1、2ｍｍ
・底面とノズルの間隔：3.5.7ｍｍ

形状による影響は、3研究機関とも変動が少ない。
ASTMに規定されたインピンジャーが適当と考えられるとしてい
る。

Refarence Method(EPA）

Selected Methods



７）吸収液量の測定値に与える影響

吸収液量を変えた場合の測定値に与える影響を下記条件で実施。
・吸収液：10、50ml
・吸収液のKI濃度：1、5、10％
・O3濃度：0.1、0.3ppm付近

・各KI濃度とも吸収液量10mlと50ml
とでほとんど差がみられない。

・試料採取後の吸光度測定において
比色用に10mmセルを使用すると仮定
した場合、通気時間、流速から吸光
度範囲が限定されるため吸収液量は
10mlが適当であるとしている。

吸収液量（ｍL)

オ
ゾ

ン
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度
（
ｐ

ｐ
ｍ

）



８）放置時間の測定値におよぼす影響

KI濃度1、5、10％の吸収液にO3を通気し発色させ、吸光度の経時
変化を検討している。

・5、10％KIの場合、吸光度の変動は小さいが不安定である。

・1％KIの場合、3研究機関のデータとも経時的に増加し30分で
最高値を示し、その後減少の傾向にある。

・他の測定法での放置時間は、ASTM、Selected Methodsで30～60
分。

Reference Methodが、直後。
（30～60分とした理由は、約90％のI2が直ちに遊離し、10％は45分まで増加。）

・1％KIでは、放置時間は30分程度が適当と考えられるとしている。

測定法
吸収液
KI濃度

吸収液量
（ｍｌ）

通気速度
（L/min)

通気時間 放置時間

ASTM D2912-70 1% 10 0.5～3 30分以内 30～60分
Selected Methods 1% 10 1～2 30分以内 30～60分
Reference Method 1% 10 0.2～1 10分 直後

・A.S.T.M. D2912-70, “Standard Method of Test for Content of Oxidizing Substance  in the Atmosphere”.
・Reference Method E.P.A: Environmental Protection Agency : Federal Register,36, No.84, 8200(April 30, 1971).
・U.S.Department of Health Education and Welfare Public Health Service:

Selected Methods for the Measurment of Air Pollutants, D－1（1965））



9）中性ヨウ化カリウム法の温度影響

委託研究では、吸収液温度を20℃に固定した条件で測定方法を
検討しており、温度影響について行っていない。

・温度影響について功刀氏と溝口氏の検討結果を紹介する。

・1％NBKIを入れたインピンジャー2本を直列に連結し、これを恒温槽に
入れO3を導入してそれぞれの吸光度と吸収液温度の関係を調べてい

る。温度上昇につれ1本目のインピンジャーの吸光度が減少し、2本目が
上昇している。
1本目のインピンジャーの出口側にO3測定器を接続し測定したが
O3はいずれの温度でも100％捕集されている。
温度の上昇I3

-で存在するI2のが揮散によるとしたいる。

1％KI法の温度影響

温度

吸
光

度

1本目インピンジャー

2本目インピンジャー

功刀正行，溝口次夫：中性ヨウ化カリウム法によるオ
キシダント測定法の温度効果及び濃度効果，
分析化学T73, Vol.37  (1988)．



10）報告書のまとめ

オゾン発生器のO3濃度測定法について検討した結果、
・1％KI吸光光度法が最も安定で、

・文献上の化学量論的な検討結果から見ても1％KI吸光光度法を
採用することが妥当であろう。

・しかし、I2の揮散、発色の安定性などに若干の問題があるので、
これらに関連する条件を一定にする必要がある。

以上の研究結果をもとに校正用オゾン標準測定方法を提案してい
る。

①吸収びん：全硬質ガラス製ミゼットインピンジャー
②吸収液：中性りん酸緩衝液、1％KI
③吸収液量：10ml
④通気速度・時間：1L/minで15分
⑤放置時間：通気終了後30分
⑥その他測定に必要な事項は「窒素酸化物等の環境基準に
関する資料」に従う。
⑦その他の注意事項



・通気速度１L/min

・通気時間15分

・吸収管
全硬質ガラス製
ミゼットインピンジャー

・ノズル先端径1ｍｍ

・底面とノズル間隔 3～5mm

・恒温水槽20℃

・吸収液 1％中性KI

・液量10ｍｌ

・定量操作
30分放置後 325ｎｍ吸光度測定

〇提案しているオゾン発生器のO3濃度測定法

校正用オゾン標準測定法(日本式)



⑦その他の注意事項

ア）吸収液は調整後室温に1日放置したものを使用する。

イ）吸収液使用時には吸光度を測定し、僅かにI2の吸収がある
か、

または微量のI2液によってI2の吸収が生じることを確認す
る。

ウ）測定は20℃で行うことが望ましい。

・研究結果は、質的にあるは量的にみて完全とは云えず、諸般の

研究結果を参照しながら測定方法をまとめざるを得なかった。

・提出された測定方法は今後の分析技術の発展によって当然改訂

されるべき性質のものであるが、

・新しい測定方法が出現した時点で測定法相互の関係を明確にし

得るよう条件を細かく限定してある。



●オキシダント自動測定器の動的校正法の検討

◎検討事項は、
1.アメリカにおいて検討された、自動測定器を校正するための

標準O3の絶対濃度測定法の検討

2.標準O3濃度を求める1％KI法（環境庁委託研究で提示の日本法）と
アメリカの方法との相対的な関係の検討。

3.オキシダント自動測定器の動的校正法の検討

1970年頃から吸光光度法測定器を使用した光化学Oxの常時監視が
行われるようになったが、測定器の校正方法やSO2やNOｘの干渉が

問題となってきた。

この問題への検討が昭和50年度の環境庁委託調査で行われている。
光化学オキシダント等測定方法に関する試験研究報告書

（昭和50年度環境庁委託調査）環境庁大気保全局，昭和51年3月）



1.アメリカおける絶対濃度測定法の検討

1）検討の経緯
・アメリカ合衆国カリフォルニア州のロスアンジェルス郡では、

環境大気のOx連続測定を1950年頃から行っていた。
1973年にロスアンジェルス郡周辺の測定局間で測定値に差が
あることが確認され、これを解決するための委員会を設置。

・委員会では、絶対標準O3濃度の決定方法に紫外線吸収法（UV法）
(Ultraviolet absorption photometry)を選定し、各測定機関のKI法と
比較する方法をとった。

・カルフォルニア大気資源委員会（ARB）（California Air Resources Board）、

・ロスアンゼルス州大気汚染防止局(LA APCD）
（Los Angeles County Air Pollution Control District) 

・アメリカ連邦政府 EPA (Environmental Protection Agency) 

この3機関で使用しているOx自動測定器と吸収液は同様であったが、
動的校正を行うための標準O3濃度を決定するKI法が異なっていた。



2）動的校正用の標準O3濃度を求める測定方法
各機関で使用されているKI法。

・各機関のKI法の比較

測定方法 日本法 ARB EPA APCD

吸収液 中性1％KI 中性2％KI 中性1％KI 非緩衝2％KI

試料採取時間 15分 10分 10分
O3濃度0.25ppm
以下45分
0.25ppm以上30分

試料採取流速
1L/min

（±5％）
1L/min

0.2～
1L/min

1.5L/min

ガス吸収管 1本 2本 2本 2本

吸収液量 10ｍL 10ｍL 10ｍL 10ｍL

分析操作
30分後
352nm吸光
度測定

採取直後
352nm吸光
度測定

同左

遊離したI2を
0.002N-チオ硫酸
ナトリウム溶液で
滴定

＊日本法は、昭和48年の環境省委託研究で提示された中性緩衝1％KI法

ARB：California Air Resources Board （大気資源局）
APCD：Los Angeles County Air Pollution Bontrol District



3）絶対濃度測定法の検討

・ジェット推進研究所（JPL)の1m光路セルの紫外線吸収法装置を

NERC/LVの装置を標準に検定（一次標準）。
（253.7nmにおけるO3の分子吸光係数135cm-1atm-1、base10を使用）

・JPLの装置と移動用装置である紫外線吸収方式のオゾンモニター
DASIBI社 Model 1003-AH(DAS) を並行測定（二次標準）。

・JPL装置とDAS装置の関係式として次式が報告されている。
（O3）UV＝1.054（O3）DASIBI＋0.028 (単位ppm)

JPL:Jet Propulsion Laboratory

National Environmental Research Center Las Vegas(NERC/LV）

Comparison of Oxidant Calibration Procedures :The AD HOC Oxidant Measurement 
Committee of The California Air Resources Board February 3,1975

・EPAのGPT法との比較

(O3)GPT ＝1.09（O3)DAS－0.003

(EPAのガス滴定法（GPT)は、DASより9％高い）



（O3)ARB ＝ 1.29（O3)DAS－0.003

（O3)EPA ＝ 1.24（O3)DAS－0.035

（O3)APCD ＝0.96（O3)DAS－0.032

4）アメリカにおける各校正法の検討結果

DASとARB法、EPA法、APCD法の比較試験結果を示している。

5）対応
・APCDのKI法の化学量論がほぼ1：1であることを暗示。
・以前の野外データの補正として

ARB法：（O3)corr.＝0.78（O3)init. (精度は、約10％）
APCD法は、分析手法、時間の関係より推奨しない。



2.標準O3濃度を求める1％KI法（環境庁委託研究で提示の日本法）と
アメリカの方法との相対的な関係の検討。

1）DASIBI社オゾンモニター（DAS)による標準O3濃度の決定法の検討

昭和50年度環境庁の委託研究として下記の研究機関が参加し
校正用O3濃度の決定のための測定法について調査研究を行っている
（環境庁 大気保全局、昭和51年3月）。

・公害資源研究所
・機械技術研究所
・国立衛生試験所
・東京都公害研究所
・千葉県公害研究所
・電気化学計器㈱

環境庁がこの調査研究に合わせDASのModel 1003-AH を5台購入、
・並行試験を行い、よい一致性が見られた
・DAS測定値がO3濃度の絶対値決定方法であるNOガス滴定法 (GPT法) 

と± 5%の精度で一致（機械技術研究所の結果）
・前記のアメリカJPLのUV法との検討結果

これらを総合し、DASの指示値を標準O3濃度とすることができる



測定方法 日本法 ARB EPA APCD

吸収液 中性1％KI 中性2％KI 中性1％KI 非緩衝2％KI

試料採取時間 15分 10分 10分
O3濃度0.25ppm
以下45分
0.25ppm以上30分

試料採取流速
1L/min

（±5％）
1L/min

0.2～
1L/min

1.5L/min

ガス吸収管 1本 2本 2本 2本

吸収液量 10ｍL 10ｍL 10ｍL 10ｍL

分析操作
30分後
352nm吸光
度測定

採取直後
352nm吸光
度測定

同左

遊離したI2を
0.002N-チオ硫酸
ナトリウム溶液で
滴定

2）検討した標準O3濃度を求めるKI法



3)標準O3濃度を求める各測定法の検討

O3の絶対濃度を求める基準測定器としたDASIBI測定器と

環境庁の委託研究で提案した中性緩衝1％KI(日本法）、
ARB法、EPA法、APCD法との比較試験を行っている。

・検討は、次の条件で実施している。

O3ガス濃度：0、0.1、0.3、0.4ppm付近

相対湿度：0、30、50、70％に加湿した条件



日本法
RH 0％ Y＝1.032X－0.925

30％ Y＝1.061X－0.051
50％ Y＝1.067＋0.514
70％ Y＝1.079X＋0.789

・DAS値をX、日本法及びEPA法の測定法値をYとした回帰直線

EPA法
RH 0％ Y＝1.036X－0.003

30％ Y＝1.144X－0.001
50％ Y＝1.173X－0.001
70％ Y＝1.185X＋0.010

・DSAと比べ、湿度により異なるが日本法で3～8％、
EPA法で4～19％高くなっている。



・アメリカの検討結果

（O3)ARB ＝ 1.29（O3)DAS－0.003 
（O3)EPA ＝ 1.24（O3)DAS－0.035
（O3)APCD ＝ 0.96（O3)DAS－0.032
(O3)GPT ＝ 1.09（O3)DAS－0.003

・環境庁の委託研究で実施された全データで求めた結果
日本法 ＝ 1.06X
ARB法 ＝ 1.15X
EPA法 ＝ 1.20X
APCD法 ＝ 0.89X

・これらの結果を見るとDASの測定値を1とした場合、日本法が
最も1に近い値を与えている。

・報告書では、次のように評価している。
わが国で、今後、Ox自動測定器の動的校正方法を採用する場合
には、日本法が用いられることになろうが、その場合は絶対濃度
に対する補正係数を示す必要があると考えられる。
これは、先の結果から 1/1.06≒0.94である。
この値の精度は、±10％程度と考えられる。



3.オキシダント自動測定器の動的校正法の検討

・Ox自動測定器による常時監視が昭和42年から開始された。
測定器は、Beckman装置が採用していた吸収液に10%中性緩衝KI
（10％NBKI）溶液、目盛校正が静的校正であった。

・昭和50年度の委託研究では、この10％NBKI法のOx自動測定器と
DAS測定器との並行測定を行っている。

検討は、静的校正を行った測定器にオゾン発生器で発生した
O3ガスを次の条件に調整し実施している。

O3ガス濃度：0、0.1、0.3、0.4ppm付近

相対湿度：0、30、50、70％に加湿した条件
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DAS(pphm） DAS(pphm）

RH 0％ Y＝1.278X＋0.009
30％ Y＝1.272X＋0.011
50％ Y＝1.289X＋0.010
70％ Y＝1.296X＋0.010

＊CrO3スクラバー付き

10％NBKI自動測定器 2％NBKI自動測定器

RH 0％ Y＝1.166X＋0.007
30％ Y＝1.165X＋0.008
50％ Y＝1.178X＋0.008
70％ Y＝1.176X＋0.008

＊CrO3スクラバー付き

・電気化学計器（株）の検討結果(例）

・静的校正を行ったOx自動測定器は、10％NBKIでDASの1.27～1.30
倍、

2％NBKIで1.16～1.18倍高くなっている。
いずれも湿度の変化による測定値の変動は小さい。



・10％NBKI法のOx自動測定器とDAS測定器との並行測定結果

DASを基準にした4研究機関のOx自動測定器の全測定値をプロット
した図を見ると、DAS測定値で0.35ppm、自動測定器で0.45ppm付近
以上で直線からずれが大きく、乾燥時は良い直線関係が認められる。
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・全データの場合
Y=1.272X ＋ 0.0099   (n=168、ｒ＝0.995)
（回帰係数の範囲は1.16～1.33）

・乾燥時の場合

Y=1.272X ＋ 0.0031       （n=42、 ｒ＝0.999）

（回帰係数の範囲は1.22～1.31倍）

・現用の静的校正された測定器（10％KI法）の測定値は、

動的校正した測定器に比べ 1.27倍高くなっている。

・実際の大気汚染で0.45ppm以上はまれなので0.45ppm以上の
測定値を除いて回帰式を求めると次のようであった。



中性よう化カリウム吸光光度法の場合の測定誤差

〇測定原理に由来する誤差

〇保守点検に由来する誤差

誤差発生要因
光化学オキシダント

（中性ヨウ化カリウム吸光光度法）

測定原理
干渉成分（窒素酸化物、二酸化硫黄）
標準ガス

保守点検

向流吸収管の洗浄
測定室の室温
試料大気導入管
除じん用フィルタ
三酸化クロム硫酸スクラバ
試料大気吸引量
吸収液量

・誤差の発生要因として次のような事項があげられる

大気汚染物質の常時監視測定器における測定誤差の発生要因



〇測定原理に由来する誤差（干渉成分）

1.窒素酸化物影響の検討

・オキシダントとは、中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を
遊離する物質の総称でO3、NO2、PAN(パーオキシアセチルナイト
レート)及びその同族体、過酸化物などの酸化性物質が含まれ

る。
・環境基準に設定されている光化学オキシダントは、酸化性物質

からNO2を除いたものとされ、測定原理に由来する誤差の一つに
挙げられる。

・中性ヨウ化カリウム溶液から遊離したI2が大気中の二酸化硫黄(SO2)
などの還元性ガスで消費されるため負の誤差となる。
このSO2を酸化除去用に三酸化クロム-硫酸（CrO3)スクラバを
取り付けている。
これにより本来干渉しないNOがNO2になり影響する。

・この窒素酸化物の影響について昭和50年度環境庁の委託調査で
電気化学計器（株）が担当して行っている。

光化学オキシダント等測定方法に関する試験研究報告書
（昭和50年度環境庁委託調査）環境庁大気保全局，昭和51年3月）



1）窒素酸化物影響の検討
吸収液を10％NBKIと2％NBKIにし静的校正したOx自動測定器に
CrO3スクラバーを取り付け、次の条件のガスを導入した場合
の影響について検討している。

・濃度範囲 0.1～1ppmのNO及びNO2ガス

・相対湿度(RH) 0～70％に加湿

①10％NBKI測定器へのNO2の影響

・NO2の10％NBKI測定器への影響は、RH0％では2～3％、RH30％以上では
約32％とほぼ一定となる。
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②10％NBKI測定器へのNOの影響

・NOの10％NBKI測定器への影響は、RH0％では2～3％、RH30％以上では
約32％でNO2と同様の影響となっている。
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CrO3スクラバーによるNOのNO2への酸化

・ CrO3スクラバーを下記の条件に設定したものにNOボンベより
濃度0.1～0.3ppmに調整し、1、5、8L/minで通気しNO2への
酸化率を調べた。

・スクラバーのNOのNO2への酸化率は、測定器で使用されている
通気速度3～4L/minでは約90％ほどであった。

大気汚染物質（オキシダント）の測定方法及び監視に関する研究報告書
（昭和46年度環境庁公害調査委託）昭和47年3月

・通常使用量の1枚
・通常使用量の2枚
・水蒸気を通気し重量を30％増加
・密に充填



③ 2％NBKI測定器へのNO2、NOの影響

・NO2、NOの2％NBKI測定器へ影響は、ともにRH30%以上て約6％
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・窒素酸化物（NO2、NO)の影響は、相対湿度30％以上で静的校正した
10％NBKI測定器では32％であり、動的校正した場合に換算すると
32％/1.27＝25％の影響となる。

・吸収液のKI濃度を10%から２％にするとNO2及びNOの影響度は
相対湿度30％以上ではNO2、NO共に6%程度となる。

◎まとめ（窒素酸化物のOx自動測定器への影響）



・中性ヨウ化カリウム法の測定原理に由来する測定誤差の一つで、
O3等で遊離したI2が大気中のSO2などの還元性ガスで消費される
ため負の誤差となる。

2.二酸化硫黄の影響

〇測定原理に由来する誤差（干渉成分）

SO2などの還元性物質による負の誤差

O3＋2KI＋H2O⇒O3＋I2＋2KOH

SO2+I2＋2H2O⇒H2SO4＋2HI

・測定器では、SO2を酸化除去するためのSaltzmanらが推薦している
方法で作成した三酸化クロム-硫酸（CrO3)スクラバを付けてい

る。



・三酸化クロム含浸ろ紙(スクラバ）の作製
8×10inのガラス繊維ろ紙の長辺を折り曲げて1片が1/2inの
アコーデオン状プレートを作る。
水15mlに三酸化クロム2.5ｇ、濃硫酸0.7mlを溶かす。
これをガラス繊維ろ紙に浸み込ます。
これを80～90℃の乾燥機で赤褐色になるまで約1時間乾燥す

る。
これを1/2inに折り曲げた線に直角に1/4inの幅にきり、V字型
の1片が1/2×1/4inのアコーデオン状になるようにする。

・スクラバーの作成
8×10inガラス繊維ろ紙の長辺を
1片が1/2inに折り曲げ、
アコーデオン状にしたものに
三酸化クロム、濃硫酸、水の
混合液を浸み込ませ乾燥する。
これを1/4インチの幅でV字型に切る。



CrO3スクラバの二酸化硫黄の除去

・パーミエーションチューブより発生させたSO2濃度0.2～0.3ppmの
ガスを次の条件に作成したスクラバに導入し、通気速度別にSO2の
除去率を求めた。

次の条件に付いて検討
・作成直後のスクラバ（水分0％）、
・水蒸気を通気し重量を30％増加させたスクラバ、
・0.4ppmのSO2を5日間通気したスクラバ、
・通常使用量の1/2のスクラバ

・1/2量のスクラバ以外は通気速度0.5～8L/minでほとんど
100％除去される。

大気汚染物質（オキシダント）の測定方法及び監視に関する研究報告書
（昭和46年度環境庁公害調査委託）昭和47年3月
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誤差発生要因
光化学オキシダント

（中性ヨウ化カリウム吸光光度法）

測定原理
干渉成分（窒素酸化物、二酸化硫黄）
標準ガス

保守点検

向流吸収管の洗浄
測定室の室温
試料大気導入管
除じん用フィルタ
三酸化クロム硫酸スクラバー
試料大気吸引量
吸収液量

測定器の保守点検による誤差



〇測定器の保守点検による誤差

試料大気導入管 ダスト除去フィルタ 三酸化クロムスクラバ

流
量
計

試料大気吸引ポンプ

向
流
吸
収
管

比較セル 測定セル

光源ランプ

活性炭吸着フィルタ

送液ポンプ 吸収液タンク

吸収液の流れ

試料大気の流れ

吸収液流路系の保守点検事項

試料大気採取流路系の保守点検事項

光源ランプ：比色部の干渉フィルタ 金属干渉フィルタ356nm



①向流吸収管の汚れの影響

・平野氏らは、向流吸収管自動洗浄装置付きOx計と無水洗Ox計に

O3添加試料空気を4週間連続導入した実験を行っている。

無水洗の場合4週間で感度が約50％低下し、深夜に1日1回純水で

洗浄する自動洗浄装置付きでは5％以内の誤差範囲であった。

経過日数

Oｘ
/O3

1.0

0.5

7 21 28

無洗浄

自動洗浄

1.0

（平野ら：第24回大気環境学会 講演要旨集（1983））

・環境省の測定マニュアルでは、定期的に純水100～200mlで
洗浄することを求めている。

◎吸収液流路系の保守点検事項



②吸収液の調製
・吸収液の調製に使用するKIは、不純物としてチオ硫酸塩を

含んでいることがある。

チオ硫酸塩はI2を消費する。

2Na2S2O3 ＋ I2 → 2NaI  ＋ Na2S4O6
チオ硫酸塩を含まないものを使用するか、過酸化水素水を1、
2滴加える。

・吸収液の調製後、ｐHが6.8～7.2に入ることを確認。

③吸収液量
・吸収液の流路系に活性炭吸着フィルタがあり抵抗となる

送液量の定期的なチェックを実施。



①集合採気分配管の管理
・試料大気導入管の長さ5ｍ以上の場合に集合採気分配管採用する。

・分配管の容積が小さい場合、測定器入口が負圧になる可能性
がある。測定器設置時などにチェックが必要。

ターボファンの回転硬質ガラス

分配口

◎試料大気採取流路系の保守点検事項

・分配管の洗浄は、年1回以上。



②試料大気導入管の選択
オキシダントの主成分であるO3は、強い酸化力があり反応性が高

い、
器物と接触や衝突で分解する。

・導入管は、O3に不活性な材質の選択と導入管と試料大気との接触
時間を最小なるよう導入管の長さ、通気速度に注意が必要。

汚染物質名 汚染物質の性質 採取管の材質

Ox 分解大
４ふっ化ｴﾁﾚﾝ樹脂
硬質ガラス

SO２、NOx、NMHC 吸着性大
４ふっ化ｴﾁﾚﾝ樹脂
硬質ガラス

SPM、PM2.5 付着損失大 塩化ビニル

CO 吸着、分解小
塩化ビニル

４ふっ化ｴﾁﾚﾝ樹脂



・試料大気導入管におけるO3の減少

・直径8㎜、長さ10ｍの軟質塩化ビニル管、硬質ガラス、
４ふっ化ｴﾁﾚﾝ樹脂（テフロン管）にO3発生器より発生させた濃度
0.05～0.3ppmのO3を通気し、各材質及び通気速度別によるO3の
減少率を調べている。

・軟質塩化ビニール管では、通気速度に関係がなく約90％の減少
・テフロン管やガラス管は、測定器で通常使用している通気速度

3～4Ｌ/minで20％前後の減少がみられ、導入管の長さを短く、
通気速度を早くすることが望ましい。

減
少
率
（
％
）

試料採気速度（L/min)

大気汚染物質（オキシダント）の測定方法及び監視に関する研究報告書
（昭和46年度環境庁公害調査委託）昭和47年3月



・オキシダント測定器の試料大気導入管について

JIS B 7957「大気中のオゾン及びオキシダント自動計測器」
の「付属書5（参考）一酸化窒素の補正」で試料大気導入管での
O3の減少を抑えるためとしてISOの規定を参考として紹介している。

・採取管で滞留時間が0.5秒間以下の場合は、一般的な大気濃度
レベルではオゾンの減少率は1％以下で極力短くすることを
推奨している。滞留時間が5秒間まで許容されるとしている。

・材質：４ふっ化ｴﾁﾚﾝ樹脂、硬質ガラス
・口径：内径４～８ｍｍ
・長さ：5ｍ以内

・導入管の洗浄､交換頻度：1回/年以上の洗浄又は交換

・試料大気導入管は次のような管理が求められる。



③ダスト除去フィルタの選択

汚染物質名 フィルタ

SO２、NOｘ、Ox、
NMHC

４ふっ化エチレン樹脂

CO
ガラス繊維

セルロース繊維

・試料大気導入管と同様に、材質の選択、試料採取速度に
注意が必要。



・ダスト除去フィルタによるオゾンの減少

・テフロン製、セルロース製、ガラス繊維製のものをそれぞれ
直径34㎜のろ紙ホルダにセットし試料大気導入管と同様に
O3の減少率を調べている。

・O3の減少は、測定器で使用されている3Ｌ/min以上でテフロン
製、

セルローズ製で約10％の減少とフィルタの材質よりもその厚さ
と通気速度の影響が大きい。

・常時監視マニュアルでは、テフロン製フィルタで厚さ 0.5 
mm、

最大気孔径約45μm 程度とSO2やNOｘ測定器に用いている
最大気孔径20μmのフィルタよりも気孔径の大きい物を推奨。

減
少
率
（
％
）

試料採気速度（L/min)



④三酸化クロムスクラバによるO3の減少

・スクラバーを直径2.5cm、長さ40cmのU字管に次の条件に充填し、
O3発生器より発生させた0.05～0.3ppmのO3を通気し減少率を求め

た。

・測定器の通気速度の3L/minでは
ほとんど減少はない。
密に充填したものと水分を含む
ものに多少減少が見られる。

・通常使用量の1枚
・通常使用量の2枚
・水蒸気を通気し重量を30％増加
・密に充填

O3通気速度（L/min)

減
少
率
（
％
）

スクラバーホルダ

中性ヨウ化カリウム法で負の影響を与えるSO2を酸化除去す
るためのCrO3スクラバでダスト除去フィルタと同様にO3の分
解が起こる。



⑤測定室温度の管理 （オキシダント自動測定器の温度影響）

・KI法は、Oxにより遊離したI2の揮散量が温度影響を受けることを
インピンジャーの場合について前記したが自動測定器の向流吸収管
の場合についていくつか紹介する。

「オキシダント自動測定機の指示値に対する温度影響等について
常時監視物質測定等検討会 昭和61年7月」で検討が行われている。

1）平野氏らの実験結果
測定器の周辺温度（室温）が１℃変化するとO3濃度155ppbで
約４ppbの変動が見られる。

平野他：オキシダント計の精度に関する研究-周囲の温度変化による
測定値への影響について 横浜市公害研究所報。4,65-69（1979）

オ
ゾ
ン
濃
度
（
ｐ
ｐ
ｂ
） 温度℃



2）功刀氏らは、O3のガス温度と室温を変化させた実験で
室温の上昇に伴い指示値に強い負の相関がみられた。
平均的な傾きは、周囲温度1℃上昇で約１％低下する。

室温

吸
光
度
比
率

功刀正行，溝口次夫：中性ヨウ化カリウム法によるオキシダント測定法の温度効果及
び濃度効果，

分析化学T73, Vol.37  (1988)．




各測定機の結果










・温度の影響は、測定器の設置場所の温度の影響が大きく
室温1℃上がると約1％（0.75～1.27％）指示値が低下する。
これは、動的校正が行われた時の温度に影響されることにな

る。

環境省の測定マニュアルでは、動的校正時の温度と測定局温度

の差を小さくするよう維持管理を求めている。

3）松山氏らは、Ox計の各部分の温度と濃度指示値との関係を
求めている。

松山他：オキシダント系の指示値に及ぼす温度影響について
大気環境学会講演要旨集21,300,1980

・温度影響が、向流吸収管の外部温度と相関の高い機種と
吸収液温度と相関の高い機種とメーカによって温度影響が
大きく表れる部位が異なり、器差が生じる。



大気中のオキシダント自動計測器 JIS B 7957

・Ox自動測定器の日本工業規格（JIS）が1976年（昭和51年）11月に
制定された。

種 類 測定原理 備 考

全オキシダント
自動計測器

吸光光度法
大気中の全オキシダント濃度を連続測定
する計測器。

また光化学オキシダント濃度は、
全オキシダント濃度から窒素酸化物による
オキシダント相当濃度を補正して求める。

電量法

オゾン自動計測器
化学発光法

大気中のオゾン濃度を連続測定する計測器
紫外線吸収法

・計測器の種類と測定成分は以下の通り。

種 類 測定原理 レンジ（volppm) 測定物質

オキシダント自動測定器 吸光光度法 0～0.5
全オキシダント
光化学オキシダント

オゾン自動測定器
化学発光法

0～1.0 オゾン
紫外線吸収法

・1992年（平成4年） 改正



計測器の種類 測定原理
レンジ
ppm

測定対象物質 備 考

オゾン自動計測器
紫外線吸収方式 0～0.1

から
0～5

オゾン
芳香族炭化水素，水分などの
影響を無視できる場合又は影響を
除去できる場合に適用できる。化学発光方式

オキシダント
自動計測器

吸光光度方式
0～0.2
から

0～0.5

オキシダント
二酸化硫黄などの影響を無視でき
る場合又は除去できる場合に適用
できる。

・2006年（平成18年）改正



1）吸収液のKI濃度が10％NBKIから2％NBKIとなる。

・1976年（昭和51年）にオキシダント自動計測器のJISが制定された。
従来（JISの制定前）の測定方法と比較し異なる事項。

2）測定器の校正は、等価液（標準溶液）による静的校正から
1％NBKI法（手分析法）で標準O3濃度を求め動的校正を行う。

3）全オキシダント濃度から光化学化学オキシダント濃度を求める
窒素酸化物の補正式が示された。

AOX：光化学オキシダント体積濃度 （ppmO3)＊
COX：オキシダント体積濃度 (ppmO3)＊
CNO2：大気中の二酸化窒素体積濃度 (ppm)
CNO：大気中の一酸化窒素体積濃度 (ppm)
RNO2：計測器の二酸化窒素に対する影響率 (%)
RNO：計測器の一酸化窒素に対する影響率 (%)

なお，SO2スクラバを取り除いた場合には、NOの
影響は無視できる。

＊ppmO3とは，オゾン換算値をいう

AOX ＝ COX −（ CNO2 × RNO2 /100 ＋ CNO × RNO/100 ）



・この他、Ox自動計測器の性能が示された。

1）日常の目盛校正は、原則として1日1回実施
等価液、スパン調整用フィルタを用いる方法でもよい

2）窒素酸化物の影響は、0.5ppm付近の濃度既知のNO及びNO2を導入
した場合の影響率6％以下で、表示する

3）CrO3スクラバの効率は、約0.2ppmのSO2を導入した場合の
除去効率は99％以上

4）周囲温度に対する安定性は、表示許容温度範囲内で5℃変化しても、
ゼロドリフト（24時間で最大目盛値の±2％以内）スパンドリフト
（24時間で最大目盛値の±4％以内）

5）試料大気流量の安定性は、設定流量に対し、10日間で±10％以内



・1992年（平成4年）の改正
主な改正点
①Ox自動計測器のうち電量法を測定原理とする測定器が

削除され吸光光度法のみ規定

②O3自動計測器の化学発光法と紫外線吸収法を測定原理
とする測定器の性能規格がそれぞれ規定

・2006年（平成18年）の改正
主な改正点
①Ox自動計測器の校正及び試験に用いるO3の濃度を値付けする

方法が紫外線吸光光度法による

②これまでのO3の値付け法であった1％NBKI法とNOによる
気相滴定法（GPT)が、大気中のO3自動計測器、Ox自動計測器の
試験場所における校正用のO3の調製法となる

〇JIS「大気中のOx自動計測器」の 改正の内容



光化学オキシダントの環境基準に関連する事項

・窒素酸化物に係る環境基準について専門委員会報告
中央公害対策審議会大気部会
窒素酸化物等に係る環境基準専門委員会
（昭和47年6月20日）

1）光化学反応によって生成される酸化性物質のうちNO2を
除いたものを光化学オキシダントとする

2）光化学オキシダントの大部分はO3であるとの認識のもと、
光化学反応生成汚染物質の指標としての光化学オキシダント
についての環境基準に関して勧告する

3）標準測定方法として中性ヨウ化カリウム溶液を用いる
吸光光度法とする

4）標準測定方法で測定した場合大部分はO3であり、O3を直接測定
する方法が望ましい。
利用可能な方法としてエチレンとの反応を利用した化学発光法が
あるが現在は実用化されつつある。今後採用を期待。



〇光化学オキシダントの環境基準の制定
・公害対策基本法（昭和42法律第132号）第9条の規定に基づく

大気の汚染に係る環境基準についての告示
（環境庁告示第25号 昭和48年5月8日 ）

・光化学オキシダントの環境基準：
1時間値が0.06 ppm以下

・測定方法：
・中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法
・電量法、
・紫外線吸収法
・エチレンを用いる化学発光法



・大気汚染防止法に基づくオキシダントに係る緊急時の措置を
執るべき場合のオキシダント濃度の変更等について

（環大企64 昭和52年4月）

内容
①大気汚染防止法施行規則
（昭和46年厚生省・通産省令第1号）の改正

昭和51年（1976年）11月に大気中のOx自動測定器のJIS制定
従来の測定方法をJISに定める方法とする

（10％NBKI吸収液と静的校正を2％NBKI吸収液と動的校正にする）

②大気汚染防止法施行令（昭和43年政令第329号）の改正
JISに規定する動的交施法採用による指示値の変化への対応

現用の静的校正された測定器（10％KI法）の測定値は、動的校正
した測定器に比べ 1.27倍高くなっている。

注意報の発令基準0.15ppmを0.12ppm
警報基準0.5ppmを0.4ppmにあらためる。

・注意報 0.15ppm/1.27 ＝0.118（0.12ppm）

・警報 0.5ppm/1.27 ＝0.394（0.4ppm）



③経過措置
新測定法による測定は、経過措置として既存の測定器について
1年間、従前の方法によることができる。
この場合には測定値に0.8を乗じて（１／1.27≒0.79） 、
新測定法に換算する。

④Oxの環境基準の0.06ppmは、新測定法と同等と認められる
測定法によって得たデータをもとに設定されたもので影響を
受けない。

⑤NOｘの影響は、従来法ではNOｘ濃度の32％程度、2％KI法に
統一され影響率6％。
この差異を環境大気濃度に適用してみると

・環境庁の調査でOxの日最高濃度出現の時間（AM11時～PM3時）
この時間帯のNOｘ濃度は0.05ppm程度。

・Ox測定器の指示値に及ぼす影響の絶対値は
従来法（10％KI法） 0.05ppm×0.32＝0.016ppm
改正後（2％KI法） 0.05ppm×0.06＝0.003ppm

・オキシダントに係る緊急時レベルと比較
従来法 注意報 0.016/0.15＝10％ 警報 0.016/0.5＝3％
解前後 注意報 0.003/0.15＝2％ 警報 0.003/0.5＝1％

・現状の測定の実態等を総合的に考慮した場合、補正を要しない
変動と判断される。



大気中の二酸化硫黄等の測定方法の改正について
環大企346号 平成8年10月

・SO2、NO2及び光化学Oxの乾式測定法の自動測定器が実用段階なった
として湿式測定法に加え環境基準に係る測定方法と緊急時の措置に
係る測定法に追加

・紫外線吸収法及び化学発光法は、O3の測定法であるが、1年間の
フィールド試験において従来のKI法の測定値と紫外線吸収法又は
化学発光法による測定値はよく一致していた。

大気汚染の常時監視においては、紫外線吸収法又は化学発光法
により得られたO3の測定値をもって光化学オキシダントの値として
差し支えないとしている。

下記の2点から判断したKI法との並行試験
・光化学Oxの主成分のO3以外の過酸化物にPAN(ペルオキシアセチルナイト

ラート)も含まれるが大気中濃度は、1976から85年の平均で0.0008ppmで
あり、高濃度時でも0.01ppm前後と低いこと

・中性KI法はPANに対して感度が低いこと
(坂東ら：第37回大気環境学会講演要旨集)



ａ ｂ
ＳＯ2 0.67～1.06 -2～1.4 0.767～0.976
ＮＯ2 0.91～1.14 -0.5～2.8 0.924～0.983
ＮＯ 0.83～1.09 -2.7～0.9 0.951～0.995
Ｏｘ 0.96～1.21 -4.4～1.21 0.811～0.990

回帰式（Ｙ＝ａＸ＋ｂ）
項目 相関係数

環境庁では、乾式測定法を採用するに当たり湿式法測定器と
乾式法測定器の１年間の並行測定試験を６地点（札幌、松島、東京、
京都八幡、大阪、倉橋島の各測定所）で実施している。
この結果から求めた両測定法間の回帰式が示されている。

・この結果から両測定方式による測定値は極めて好い直線関係に
あり、その傾きも概ね１に近い。
湿式法測定器と乾式法測定器の測定値が同等であると見なせると
している。

・乾式法測定器と湿式測定器の並行試験


Sheet1

		

				NO2ガス濃度		0		25		75		172		382

				GPH-70		3		28.2		84.1		191.4		446.7

				GPH-74（1）		0.8		29.3		84.2		188.2		438.2

				GPS-74（2）		1		28.3		84.6		189.7		437.6

				GPS-74(3)		1.3		29.1		84		190.4		455.3





Sheet1

		



GPS-70=1.1644-1.624

平均1.1593（ザルツマン係数0.835）

GPH-70

GPH-74（1）

GPS-74（2）

GPS-74(3)

NO2ガス濃度（ｐｐｂ）

湿式法測定機の指示値（ｐｐｂ）

ザルツマン係数

GPS-74(1) = 1.1425x - 1.3008

GPS-74(2) = 1.1422x - 1.1579

GPS-74(3） = 1.1878x - 3.3386
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				項目 コウモク		回帰式（Ｙ＝ａＸ＋ｂ） カイキシキ				相関係数 ソウカンケイスウ

						ａ		ｂ

				ＳＯ2		0.67～1.06		-2～1.4		0.767～0.976

				ＮＯ2		0.91～1.14		-0.5～2.8		0.924～0.983

				ＮＯ		0.83～1.09		-2.7～0.9		0.951～0.995

				Ｏｘ		0.96～1.21		-4.4～1.21		0.811～0.990
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・2010年（平成22年）3月
環境大気常時監視マニュアル第6版
大気汚染防止法に従いマニュアルにおけるOx濃度基準を求める
測定法等がJISに定める方法に変更された。

一部改正で、測定方法、測定機器の仕様及び構成については、
「環境大気常時監視マニュアル」（平成22年３月31日）

によることとなった。

・「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の
常時監視に関する事務の処理基準について」の一部改正に
ついて（平成22年3月31日）

・この改正によりOx自動測定機の目盛校正用の標準O3濃度の
決定方法が、NBKI法から紫外線吸光光度法に変更された。



オキシダント自動測定機の目盛校正

〇オキシダント自動計測器の校正に用いるオゾンの濃度の値付け方法を
KI 法からUV 法に変更

・動的校正に用いるオゾンの濃度は､これまで
「オキシダント自動測定機の動的校正マニュアル」に規定する

KI法によっていた。

・環境大気常時監視マニュアル 第6版（平成22年3月）において
JIS B7957「大気中のオゾン及びオキシダントの自動測定器」の
付属書2（規定）の
「紫外線吸光光度法によるオゾン濃度の値付け方法」で
規定しているUV法に変更。

〇国際的データ比較が可能なトレーサビリティ体制の構築
紫外線吸光光度法によるオゾン濃度の値付けは、諸外国との国際比較が定期的

に行われ、国際的に標準とされている米国標準技術研究所(NIST）製の標準参照
吸光光度計（SRP）で決定したオゾン濃度を一次標準に採用。

オキシダントの動的校正には､この一次標準とトレーサビリティが取れる体制の
構築が行われた。



一次標準オゾン濃度の値付け方法

オゾン濃度の値付けには､NISTの標準参照吸光光度計（SRP）を使用。
装置は､オゾンの紫外線253.7nmの吸収量を測定するもので、装置の
200ppbでの物理的誤差は､0.15％（0.3ppb）となっている。

標準参照吸光光度計（SRP)の構成例

（環境大気常時監視マニュアル 第6版 平成22年3月より）

NIST のオゾン標準測定器をUV法の基準器として 用いる(常時監視マニュアルP146) 
SRP (Standard Reference Photometer)



オゾンのトレーサビリティ体制の構築

〇一次標準器
米国標準技術研究所（NIST)製の標準参照吸光光度計（SRP)を一次標準器とする

〇二次標準器
二次標準器は､オゾン発生器､ゼロガス精製器を含め一次標準器をもとに校

正。
この標準器を６ブロック拠点（山形県、千葉県、愛知県、兵庫県、愛媛県、
福岡県）に配置。

〇自治体基準器
自治体の基準器を地域のブロック拠点に持ち込み校正。

〇自治体準基準器
測定局に持ち込みオキシダント計を校正するための準基準器を自治体基準器で
校正する。 （平成23年4月1日より全ての測定機がUV法で校正）



オキシダント自動測定機の目盛校正 （従来の動的校正方法）

〇オキシダント測定機の動的校正
①動的校正用のオゾン濃度の決定（1次標準）

JIS B 7957「オキシダント自動測定器の動的校正マニュアル」
による。

②2次標準測定機の作成
標準オゾンを用いて紫外線吸収法オゾン自動測定器の感度校正
を行い、2次標準とする。

③測定局に配置されているオキシダント自動測定機に2次標準測定
器で濃度決定したオゾンガスを導入し校正を行う。



変更後の動的校正手順
・ゼロ校正

両測定機の指示値が±2ｐｐｂ
超過時は､ゼロガス精製器、
測定機のオゾン分解器を点検

・スパン校正
スパン調整時のオゾン濃度は、
180～250ｐｐｂ付近とする。

・目盛校正の周期
少なくとも年2回の頻度で行う。

・校正値の確認
前回校正値と比較し､目安としてゼロ値±2ppb、
スパン値200ppbレベルで8ppbを超える偏差があるか
確認する。認められた時には各部の清掃など整備を行

う。



〇光化学スモッグ注意報、警報発令について
・昭和45年7月18日（土）の13時過ぎに東京立正高校のグランドで

ソフトボールをしていた女生徒45人が目、のどの刺激を訴え救急車
で病院に搬送された。この日都内で被害者数6101人になった。
このような被害が7月25日(土)国設局Ox濃度0.29ppm、被害者数
1125人、26日(日) 国設局0.30ppm、世田谷局0.34ppm、被害者数
224人と続いた。

・このような状況から昭和45年7月27日から光化学スモッグ注意報、
警報発令を暫定的に実施した。

・注意報の発令Ox濃度0.15ppm以上は、目の刺激を訴える確率が強いと
されるOx濃度としている。

・警報のOx濃度0.3ppm以上は、昭和45年7月18日の都内の城西及び
三多摩地区などにおいて健康被害が発生している場合のOx濃度が
0.3ppm以上であったことを参考にしている。

・環境庁大気保全緊急時対策検討会：自動測定器を用いるオキシダント測定法の
改善に伴う緊急時に係る発令濃度の読み替えについて（報告）昭和52年3月

・東京都福祉保健局HPより：光化学スモッグによると思われる被害の届出状況



・環境庁が「昭和49年度から昭和51年度の光化学大気汚染集計による
被害届出者数と緊急時レベルとの関係」について検討している。

昭和49年度から昭和51年度の３ヵ年の各都府県の毎日の被害者数
及び当該当日の都府県の緊急時発令の有無、最高光化学Ox濃度を
集計したもので下図を示している。

図は、被害届出者数の光化学Ox濃度に対する累積度数を求めたもの
で、

0.15ppmを超えると被害届出者数が急増しており、現時点において緊急
時発令レベル0.15ppmは妥当としている。



・光化学スモッグによる被害届で状況
(45年度)(衛生局予防部公害保健課調べ)

・45年度注意報7回(警報1回) 被害者数10064人
45年7月18日(土) Ox0.29ppm 6101人

7月25日(土) 0.29ppm 1125人
7月26日(日) 衛研0.30 世田谷 0.34ppm 224人

・46年度33回注意報発令 被害者数28223人
46･6･28(月)八王子 0.29ppm 16282人

7・16(金) 衛研 0.29ppm 655人
9・20(月) 糀谷 0.24ppm4506人

・47年度33回 被害者数8437人

光化学スモッグによると思われる被害の届出状況
東京都福祉保健局HPより



紫外線吸収法オゾン自動測定器

○測定原理
オゾンの254nm付近における吸光度を測定するもの
（254nmの紫外線を照射するとランベルト－ベールの法則によって

オゾン濃度に対応する吸収が起こる）

オゾンの吸収スペクトル

最大吸収波長254nm

オゾン吸収スペクトルと分光特性

低圧水銀ランプ
最大輝線254nm

干渉フィルタ

光電管

オゾン吸収スペクトル

このスライド以降参考に記述



紫外線吸収法オゾン自動測定器

〇測定系統図

オゾン分解器は、254nm付近に吸収を持つ
SO2や炭化水素などの干渉成分の影響を避
けるため､オゾンを除去した比較ガスと
オゾンを含む試料大気を試料セルに交互に
導入し､その吸光度の差を演算回路で処理
しオゾン濃度を算出。

また、ゼロ点補正と光量補正も行う。

SO2の吸収スペクトル



化学発光法オゾン自動測定器

○測定原理

オゾンとエチレンを反応させると励起状態のカルモニル化合物
が生成、この励起状態のカルボニル化合物が基底状態に戻る際
に300～600nm（極大発光波長400nm)発光する。この発光強度を
光電子増倍管で 測定。

〇測定系統図



電量法オキシダント自動測定器

〇測定原理

・中性ヨウ化カリウム吸収液を一定電位（0.2～0.3V)を与えたカソード
（細い導線を幾回も巻いた電極）とアノード（導線を一巻した電極）の
一対の電極からなる検出部に導入する。

・カソードで吸収液が電解を受け、次の反応が起こり両電極間に
2e- ＋2H＋ → H2

電流が流れるが、電極表面に水素皮膜が形成された分極状態になる。

・ここにオキシダントと吸収液の反応でヨウ素が遊離する。
２KI ＋ O3 ＋ H2O ⇒ I2 ＋ O2 ＋ 2KOH

・遊離したよう素は、水素と反応する。
H2 ＋ I2 → 2HI

・電極表面の水素皮膜が除かれ電流が流れる。
この流れる電流値は、オキシダント濃度に比例する。

電量法検出部

カソード

アノード



オゾン自動測定機の測定誤差

誤差発生要因 紫外線吸収法

測定原理 標準ガス
保守点検 オゾン分解器

保守点検に由来する誤差

〇オゾン分解器の性能確認方法

オゾン約1ppm、相対湿度50％にしたガスを24時間連続導入
オゾン分解器入口濃度（A)、分解器出口濃度（B)
オゾン分解器効率(%)＝（A－B)×100/A

オゾン分解器の効率99.5％以上

オゾン
発生器

被検オゾン
分解器

オゾン
測定機

オーバーフロー

二方コック
発生濃度点検ライン



試
料
大
気
導
入
管

フ
ィ
ル
タ
ー

切
替
弁

切
替
弁

試
料
セ
ル

光源

試料側
検出器

比較側
検出器

流
量
計

オゾン
分解器

校正用ガス導入口

試料大気流路

比較ガス流路

試料大気
吸引ポンプ

排
気

紫外線吸収法オゾン自動測定機

校正用ガス導入口は、多くの測定機では試料採取部以降に

設置された試料大気/校正用ガス切替弁を介して行われている。



オゾン発生器を使用するスパン校正
（オキシダント自動測定機用標準ガスを調製）

○室内空気を精製後（除湿、NOｘ除去）水銀灯を
点灯しO3ガスを得る。

水銀灯

乾燥剤の交換 活性炭、
ソーダライム
モレキュラシーブ



ゼロガス調製装置を使用するゼロ点校正

室内空気をシリカゲル剤で除湿、水銀灯を使用しNOをNO2に
酸化し、活性炭やソーダライムで吸着除去

（SO2、NOｘ濃度0.005ppm以下のゼロガスを得る）

水銀ランプ、触媒燃焼装置など

シリカゲル
透過膜式乾燥器

活性炭、ソーダライム
モレキュラシーブ



〇基準流量計：測定機の大気採取流量の1.2～２倍の流量が
計測できるもの

〇基準流量計を大気導入口に垂直になるように接続
〇大気採取量を規定流量及び規定流量の±10％変化させ確認
〇測定機の実流量との誤差が±3％を超える場合には､

流量計の洗浄または交換する

大気導入口

フィルタ

流量計

流量調整弁 ポンプ

基準流量計

測定機

〇自動測定機の試料大気採取流量の確認



1967年4月
　(S42年)

自動測定器によるOxの常時監視始まる(国設東京、大阪)
吸収液：10％中性よう化カリウム(10％NBKI)　校正：静的校正

1970年7月
 （S45年）

東京立正高等学校人体被害発生（7月18日）

1973年
 （S48年）

Ox環境基準設定
吸収液：10％中性よう化カリウム(10％NBKI)　校正：静的校正

1976年11月
 （S51年）

大気中のオキシダント自動測定器のJIS制定
　①吸収液：2％中性よう化カリウム(2％NBKI)
　②校正：動的校正
　③動的校正と静的校正の関係：
　　　静的校正測定機＝1.272×動的校正測定機＋0.0099
　　　　　（従来の測定値に0.8を乗じる）

　④NOｘの影響（CrO3-H2SO4スクラバー使用）

　　　湿度30％以上の場合､10％KIでNOｘ濃度の32％、
　　　2％KIで6％以下

1977年3月
　(S52年）

環境庁「Oxに係る緊急時発令濃度の改正」
注意報：015ppmから0.12ppmに変更

1977年7月
 (S52年)

Ox自動測定器の動的校正マニュアル

1986年7月
（S61年）

「Ox自動測定機の指示値に対する温度影響等について」報告書
測定局の温度管理､向流吸収管の洗浄

1996年10月
　(H8年)

環境基準の一部改正により紫外線吸収法自動測定機を追加

オキシダント
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		二酸化硫黄		1960年頃
　(S35年）		パラロザニリン比色法(手分析法)による測定開始
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　　　導電率の比を測定（両電極間に温度差があるとゼロ点が移動)　

				1969年2月
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　(S52年)		JISの改正
　　①吸収液中のH2SO4濃度：5×10-5Nを1×10-5Nに変更、
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　　　　　S52年以前の測定値の補正が必要な場合は､同式による｡ ソクテイチネンイコウソクテイチコウヒョウホセイネンイゼンソクテイチホセイヒツヨウバアイドウシキ
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　③動的校正と静的校正の関係：
　　　静的校正測定機＝1.272×動的校正測定機＋0.0099
　　　　　（従来の測定値に0.8を乗じる）
　④NOｘの影響（CrO3-H2SO4スクラバー使用）
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○バブラーの形状
（手分析法0.72）

（自動測定機：0.84）
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二酸化硫黄の測定原理と装置の構成
試料大気を硫酸酸性の過酸化水素溶液の吸収液に通じると試料大気
中のSO2が吸収され､硫酸となり、吸収液の電気伝導率が増加する

H2O2 + SO2 ＝ H2SO4
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