
Ⅶ．分析項目の定量下限 

１．地下水調査 

対象項目 定量下限（案）（mg/L） 標準的な分析法 

硫黄マスタード及びその関連物質   

・硫黄マスタード 
 

0.001 以下 

 

GC-MS 法（溶媒抽出） 

・チオジグリコール 
 

0.01 以下 TMS 誘導体化 GC-MS 法 

ルイサイト及びその関連物質   

・ルイサイト（L1）、２－クロロビニ
ル亜アルソン酸、ルイサイトオキシ

ドの混合 

0.002 以下 

 

ﾁｵｰﾙ誘導体化 GC-MS 法

（ルイサイト２） 0.003 以下 

 

ﾁｵｰﾙ誘導体化 GC-MS 法

あか剤及びその関連物質   

・ジフェニルクロロアルシン (DA) 0.003 以下 

 

GC-MS 法（溶媒抽出） 

・ジフェニルシアノアルシン(DC) 0.003 以下 

 

GC-MS 法（溶媒抽出） 

・ビス（ジフェニルアルシン）オキシ

ド (BDPAO) 
0.003 以下 

 

GC-MS 法（溶媒抽出） 

・ジフェニルアルシン酸 (DPAA) 0.003 以下 

 

LC/ICP-MS 法 

・フェニルアルソン酸 (PAA) 0.002 以下 

 

LC/ICP-MS 法 

・フェニルアルシンオキシド (PAO) 0.002 以下 

 

LC/ICP-MS 法 

（検討中） 

みどり剤関連物質   

・２－クロロアセトフェノン 0.002 以下 GC-MS 法（溶媒抽出） 
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２．大気調査及び表層ガス調査 

対象項目 定量下限（案）

（mg/m3） 
標準的な 
分析方法 

参考値 

硫黄マスタード 0.0001 吸着管で濃縮、 
加熱脱着後、 
ＧＣ－ＭＳ分析 

労働者(8h平均値)0.003 mg/m3

一般市民 0.0001 mg/m3 (CDC1による) 

ルイサイト 
（Ｌ１、Ｌ２） 

0.003 誘導体化試薬を

混入した吸収液

あるいは吸着管

で捕集し、 
ＧＣ－ＭＳ分析 

労働者(8h平均値)0.003 mg/m3

一般市民 0.003 mg/m3 (CDCによる) 

ホスゲン 0.09
(0.02ppm)  

検知管 労働者(8h平均値) 0.4 mg/m3 (0.1ppm) 
（日本産業衛生学会、ACGIH） 

シアン化水素 0.55
(0.5ppm)  

検知管 労働者(8h平均値) 5.5 mg/m3 (5ppm) 
（日本産業衛生学会） 

 

                                                  
1 米国 Department of Health & Human Services. Centers for Diseases Control and 
Prevention 
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３．土壌調査 

（１）含有量 

化学物質 定量下限（案）（mg/kg 乾土） 標準的な分析法 

硫黄マスタード及びその関連物質   

・硫黄マスタード 
 

0.1 以下 GC-MS 法（溶媒抽出） 

・チオジグリコール 
 

10 以下 TMS 誘導体化 GC-MS 法 

・マスタードジスルフィド 
 

0.1 以下 GC-MS 法（溶媒抽出） 

ルイサイト及びその関連物質   

・ルイサイト（L1）、２－クロロビニ
ル亜アルソン酸、ルイサイトオキシ

ドの混合 

3 以下 

 

ﾁｵｰﾙ誘導体化 GC-MS 法

（ルイサイト２） 4 以下 

 

ﾁｵｰﾙ誘導体化 GC-MS 法

あか剤及びその関連物質   

・ジフェニルクロロアルシン (DA) 5 以下 

 

GC-MS 法（溶媒抽出） 

・ジフェニルシアノアルシン(DC) 5 以下 

 

GC-MS 法（溶媒抽出） 

・ビス（ジフェニルアルシン）オキシ

ド (BDPAO) 
5 以下 

 

GC-MS 法（溶媒抽出） 

・ジフェニルアルシン酸 (DPAA) 5 以下 

 

LC/ICP-MS 法 

・フェニルアルソン酸 (PAA) 4 以下 

 

LC/ICP-MS 法 

・トリフェニルアルシン 6 以下 

 

GC-MS 法（溶媒抽出） 

・フェニルアルシンオキシド 3 以下 

 

LC/ICP-MS 法 

（検討中） 

みどり剤関連物質   

・２－クロロアセトフェノン 3 以下 GC-MS 法（溶媒抽出） 
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（２）溶出試験 

対象項目 定量下限（案）（mg/L） 標準的な分析法 

硫黄マスタード及びその関連物質   

・硫黄マスタード 
 

0.001 以下 

 

GC-MS 法（溶媒抽出） 

・チオジグリコール 
 

0.01 以下 TMS 誘導体化 GC-MS 法 

ルイサイト及びその関連物質   

・ルイサイト（L1）、２－クロロビニ
ル亜アルソン酸、ルイサイトオキシ

ドの混合 

0.002 以下 

 

ﾁｵｰﾙ誘導体化 GC-MS 法

（ルイサイト２） 0.003 以下 

 

ﾁｵｰﾙ誘導体化 GC-MS 法

あか剤及びその関連物質   

・ジフェニルクロロアルシン (DA) 0.003 以下 

 

GC-MS 法（溶媒抽出） 

・ジフェニルシアノアルシン(DC) 0.003 以下 

 

GC-MS 法（溶媒抽出） 

・ビス（ジフェニルアルシン）オキシ

ド (BDPAO) 
0.003 以下 

 

GC-MS 法（溶媒抽出） 

・ジフェニルアルシン酸 (DPAA) 0.003 以下 

 

LC/ICP-MS 法 

・フェニルアルソン酸 (PAA) 0.002 以下 

 

LC/ICP-MS 法 

・フェニルアルシンオキシド (PAO) 0.002 以下 

 

LC/ICP-MS 法 

（検討中） 

みどり剤関連物質   

・２－クロロアセトフェノン 0.002 以下 GC-MS 法（溶媒抽出） 
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