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大気汚染大防法の改正（2018年4月）

図 水銀大気排出インベントリー（2015年度）

「水銀大気排出インベントリー（2015年度）」より作図
www.env.go.jp/air/suigin/2015inventry.pdf
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要排出抑制施設
（製銑の用に供する焙焼炉、
製鋼の用に供する電気炉）

＜目的（追加部）＞
水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な

実施を確保するため工場及び事業者におけ
る事業活動に伴う水銀等の排出を規制

＜関係主体の義務・役割(抜粋)＞
水銀排出者

（水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者）

 排出基準の遵守
 水銀濃度の測定

要排出抑制施設設置者
 自ら遵守すべき基準値の作成
 水銀濃度の測定

＜排出ガス中の水銀測定法＞
平成28年環境省告示第94号の方法

（以下、環告94号法）
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排ガス中水銀の形態
 水銀は、排ガス中で様々な形態で存在

 形態によって、水溶性等の特性が大きく異なる。

 各形態の割合は、排ガス組成やガス温度等によって変化する。

排ガス中
水銀

粒子状水銀

ガス状水銀

 ダストに付着等した水銀
 フィルタ捕集のダストに含まれる水銀

 ガスとして存在する水銀
 フィルタを通過する水銀

0価水銀（Hg0）

2価水銀（Hg2+）

 単体の水銀
 水に溶けない（不溶性）

 ハロゲン等との化合物（HgCl2等）
 水に溶ける（水溶性）
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各種ガス中水銀測定法の概要
分類 概要 主な規格or公定法 測定対象水銀

湿式
吸収法

ガス状水銀を溶
液で吸収する方
法

JIS K0222(1)※1 ガス状全水銀

環境省告示第94号法 ガス状全水銀
粒子状水銀US EPA Method29

EN 13211 全水銀

ASTM Method D 6784-02
(Ontario Hydro法)

ガス状形態別水銀
粒子状水銀

乾式
吸収法

ガス状水銀を固
体材料で反応/
吸着により捕集
する方法

JIS K0222(2)※2 ガス状0価水銀（Hg0）

US EPA Method30B ガス状全水銀

連続
測定法

・試料ガスを直接検
出部へ導入。

・乾式吸収剤等に
濃縮後、自動で検
出部へ導入。 等

JIS K0222(3)※3、JIS B7994
ガス状全水銀

US EPA Method30A

EN 14884 ガス状全水銀
粒子状水銀

※1:湿式吸収-還元気化原子吸光分析法、※2:金アマルガム捕集-加熱気化原子吸光分析法、※3:連続測定法



環境省告示第94号の測定法
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測定対象・方式
 全水銀（ガス状水銀と粒子状水銀をそれぞれ分析）

 バッチ測定

測定頻度
 排出ガス量による（4万m3/時以上：4ヶ月を超えない作業期間ごとに1回）

測定結果の確認方法
 排出基準値を上回る濃度が検出された場合、3回の再測定

 排出基準の1.5倍：30日以内、それ以外：60日以内
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冷却槽

吸収液

バイパス

吸引ポンプ ガスメータ

空瓶 乾燥剤

試料ガス採取管

保温ヒーター

ダスト捕集器

図 『ガス状水銀』のガス採取装置例

空瓶（除湿） シリカゲル等（除湿）

ダスト捕集部

吸引
ポンプ

ガスメータ

図 『粒子状水銀』のガス採取装置例

環告94号法では、ガス状と粒子状の水銀を2台の装置にて個別に採取
（原則同時に測定開始）

 ガス状水銀
 吸引速度

 0.5～1.0 L/min (非等速吸引)
 吸引量

 100 L程度
 吸収液

 硫酸酸性の過マンガン酸カリ
ウム溶液

 分析方法
 還元気化-原子吸光法

 粒子状水銀
 吸引速度

 等速吸引
 吸引量

 1,000 L程度
 粒子捕集

 ろ紙
 分析方法

 湿式酸分解-還元気化or加熱
気化-原子吸光法

環境省告示第94号の測定法
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ガス状と粒子状の水銀の同時採取方法
国外の規格では、1台の装置でガス状と粒子状の水
銀を『同時採取』する方法。

⇒今後、環告法等に採用される可能性あり。
 メインストリームサンプリング

 等速吸引にてガスを吸引し、粒子をろ紙に捕集した後、通過した
ガス状水銀を吸収液で捕集する方法
⇐最適な吸引量がガス状と粒子状の水銀で大きく異なる場合が生じる可能性。

図 メインストリームサンプリングのガス採取装置例

冷却槽

吸収液

吸引ポンプ ガスメータ

空瓶 乾燥剤

試料ガス採取管

保温ヒーター

ダスト捕集器

吸引ノズル
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吸収瓶 空瓶 乾燥瓶

吸引ポンプ②

ガスメーター②

ガス洗浄瓶 ミスト除去瓶

ガスメーター①吸引ポンプ①

ダスト捕集器

吸引ノズル

冷却槽

ヒーター

三方コック

図 サイドストリームサンプリングのガス採取装置例

 サイドストリームサンプリング（EN13211規定）

 等速吸引によって粒子をろ紙に捕集した後、ガス採取管を分岐して、
一部のガスを吸収液へ導入してガス状水銀を吸収液に捕集する方法

⇐採取装置が複雑。メインラインと分岐ラインの吸収速度の合計を等速吸引量に設定する
必要があり、操作が煩雑。

ガス状と粒子状の水銀の同時採取方法



ガス状水銀捕集の妨害成分除去
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鉱石などのばい焼ガスなど二酸化硫黄濃度の高い排ガスや
有機物の多い排出ガスでは、吸収液の上流でガスを洗浄。
 洗浄液

 硝酸（5％）/過酸化水素水（10％）溶液

 洗浄液中水銀の定量方法
 採取後、過マンガン酸カリウムを加えて着色させ、その後の操作は告示法

のガス状水銀の分析法に準じて分析
引用：水銀大気排出規制に係る水銀測定法等に関する説明会

洗浄液 空瓶 吸収液
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環告94号法とJIS K0222(1)法との違い

項 目 環告94号法 JIS K0222(1)

吸収瓶数 2本以上を直列 2本直列（通常は1本で十分）

採取適正の
確認

最終の吸収液中の水銀濃度が、直前の吸収液
中の水銀濃度の5％以下。（毎回必須） 未規定

洗浄液
硝酸(5％)/過酸化水素水(10％)溶液など（使用
時には、吸収瓶との間に空の吸収瓶が必要） 水酸化カリウムなどの水溶液

吸引量 100 L程度 20 L程度

空試験
・操作ブランク試験※1：一定の周期で必須
・トラベルブランク試験※2：必要に応じ

未規定

 環告94号法に『粒子状水銀』の測定法が追加された他に『ガス状水銀』
の測定法として、下表の点が異なる。

表 ガス状水銀測定に関する環告94号法とJIS K0222(1)の主な違い

※1 操作ブランク試験 : 捕集剤、吸収液、前処理時用に使用する試薬などの汚染のレベルを確認する空試験
※2 トラベルブランク試験 ： 試料ガス採取準備時から採取試料の運搬までの汚染を確認するための空試験



湿式吸収法使用時の注意点
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冷却槽

吸収液

バイパス

吸引ポンプ ガスメータ

空瓶 乾燥剤

試料ガス採取管

保温ヒーター

ダスト捕集器

注3
注1

注4

吸収瓶を使用する一般的なガス採取の注意点も含め、水銀測定時にも特
に注意すべき点がある。

 注1： プローブの加熱保温。特に、フランジ部分
 注2 ：ガス吸引後に吸収瓶の内管を十分に洗浄
 注3： 冷却槽の温度。
 注4： 吸収液（硫酸酸性の過マンガン酸カリウム溶液）の色

• 最終終了時に吸収液が透明になっていない場合にも、運搬中に透明になる場合あり。

注2
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排ガス中水銀測定時の注意点
燃焼排ガス中の水銀は濃度が低く、ガス状水銀は付着性や反応性が高い

ことから、精度の高い測定には、装置への付着等を十分に注意する必要
がある。

注意点 対応策

①水銀の混入（コ
ンタミ）防止

試薬からの水銀の混入（コンタミ）を防止する。
 ガス採取や分析に使用する試薬には、「有害金属測定用」、「精密

分析用」、「水銀分析用」を使用する。

プローブや吸収瓶等の装置からの水銀の混入を防止する。
 吸収瓶等を測定前に十分に洗浄する。

• 洗剤で洗浄の後、硝酸槽に一晩つけて、蒸留水にて洗い流
し、さらに、300℃程度で加熱。

• プローブも含め、測定毎に吸収液までの配管を交換。

②ガスリークの
確認

採取装置のガスリークのチェックを十分に行う。
 採取装置を組み終わった後、採取口を閉止してポンプを起動し、

ガスメータが停止することを確認する。

 ガス採取中は、ガスメータ出口のガス中酸素濃度を測定し、煙道
内の酸素濃度と同じであることを確認する。もし、ガスメータ出口
の酸素濃度が高い場合は、採取を停止し、原因を究明する。
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注意点 対応策

③測定機材等への
水銀付着防止

採取ガスとの接触面には、四ふっ化エチレン樹脂又はガラ
スを使用する。
 基本的には、四ふっ化エチレン樹脂製の配管や継ぎ手を使用し、

排ガス温度が耐熱温度以上の場合、ガラス製や特殊塩化ビニル
樹脂製を使用する。

水の凝縮が生じないように配管等を加熱保温する。
 1本目の吸収瓶入口まで、ヒータ等を用いて、120～130℃に加熱

保温する。プローブ(特に、フランジの首部分）も含め。

ダスト除去部を煙道排ガス温度に加熱保温する。
 ダスト除去部は煙道内に入れるⅠ型を使用する。構造上Ⅱ型にす

る場合は、採取ガス温度が排ガス温度になるよう加熱保温する。
（低い場合：ガス状水銀が吸着、高い場合：粒子から揮発）

測定毎にフィルタを交換する。
 フィルタの捕集ダストへの付着や捕集ダストからの再揮発が懸念

される。そのため、繰り返し測定の場合でも、ろ紙は測定毎に交換
する。また、測定毎に配管も交換することが望ましい。

排ガス中水銀測定時の注意点
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注意点 対応策

④吸収液の
性能維持

吸収液を十分に冷却する。
 排ガス採取中は、吸収液を十分に冷却する。冷却に氷水を使用す

る場合、途中で氷が無くならないよう、十分に注意する。

妨害成分による性能低下を防止する。
 排ガス中のSO2等の妨害成分の濃度が高い場合、吸収性能が低

下するため、吸収液の前段に、硝酸酸性の過酸化水素水等の妨
害成分除去部を設置する。妨害成分除去部を設置した場合、除
去部の溶液に含まれる水銀量も別途定量する。

⑤測定精度の
確認

測定精度の確認を行う。
 主な測定精度の確認方法を以下に示す。

a. 吸収液を2連として1段目と2段目の吸収液中水銀をそれぞ
れ定量し、2段目からの水銀検出量を確認。

b. 2台のガス採取装置を用いて、近傍の採取点から同時にガ
ス採取を行い、各装置の測定値を比較。

c. 物質収支を確認。
※b,cは可能であれば。

排ガス中水銀測定時の注意点



まとめ
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排ガス中の水銀は、極めて濃度が低く、ガス状水銀
は付着性等が高い。そのため、精度の高い測定を行う
ためには、水銀の物理的、科学的な特性や、測定対
象の排ガス組成が測定に与える影響を十分に理解し、
細心の注意を払って測定することが重要である。
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