：昭和

年２月

日号外環境庁告示第

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第

一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含ま
れる金属等の検定方法
第一 検液の作成

︵トリクロロエチレン︑テトラクロロエチレン︑ジクロロメタ

一 水底土砂等︵汚泥及び汚泥を処分するために処理したもの

号

ン︑四塩化炭素︑一・二︱ジクロロエタン︑一・一︱ジクロロ

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第

クロロプロペン︑ベンゼン及び一・四︱ジオキサン︵以下﹁揮

題名改正︺︵昭和四十八年総理府令第六号︶第四条の規定に基づ

月四八号・平成一二年八月九四号・一七年四月環境令一一号により

る判定基準を定める省令＝昭和五二年三月総理令三号・五五年一〇

に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係

＝海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項

しようとする有害な廃棄物に係る判定基準を定める総理府令︹現行

海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出

掲げる物質に対して吸着が起こらない材質のものに限る︒︶を

マイクロメートルのメンブランフィルター︵第二の表の上欄に

け速やかに三千重力加速度で二十分間遠心分離した後︑孔径一

げる物質をいう︒以下同じ︒︶の溶出の操作を行い︑できるだ

等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一上欄に掲

令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属

れる金属等︵海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行

法により試料の作成︑試料液の調製及び当該水底土砂等に含ま

土砂︵揮発性物質又は有機塩素化合物の検定に係るものを除

き︑環境庁長官が定める海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定

用いてろ過した溶液から検定に必要な量を正確に計り取って作

れる金属等の検定方法

する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる有害物質の検

成するものとする︒

く︒︶をいう︒以下同じ︒︶に係る検液は︑次の表に掲げる方

定方法を次のように定め︑昭和四十八年三月一日から適用する︒

︹昭和四十八年二月十七日号外環境庁告示第十四号︺

発性物質﹂という︒︶の検定に係るものを除く︒︶並びに水底

リクロロエタン︑一・一・二︱トリクロロエタン︑一・三︱ジ

エチレン︑シス︱一・二︱ジクロロエチレン︑一・一・一︱ト

号﹇令和２

号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に
排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の
検定方法
発令

改正内容：令和２年６月４日号外環境省告示第

最終改正：令和２年６月４日号外環境省告示第

17

一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含ま

年７月１日﹈

14
56 56

48

試料

試料液

イ

汚泥及び水底土砂にあっては︑有姿のまま採取

汚泥を処分するために処理したもののうち︑粒径

し︑小石等の異物を除去したものとする︒
ロ
五ミリメートル以下のものにあっては有姿のまま採

かつ︑その混合物が五百ミリリットル以上となるよ

うにしたものとする︒

ハ イ及びロにおいて用いる容器の容積は溶媒の体積

のおおむね二倍とする︒混合後︑できるだけ速やか

に溶出の操作を行う︒

で振とう機︵あらかじめ振とう回数を毎分約二百回

常温︵おおむね摂氏二十度︶常圧︵おおむね一気圧︶

まま採取し︑粉砕した後︑日本産業規格Ｚ八八〇一

に︑振とう幅を四センチメートル以上五センチメート

溶出

︱一︵二〇〇六︶に定める網ふるい︵目開きが〇・

ル以下に調整したもの︶を用いて︑六時間連続して水

取したものとし︑それ以外のものにあっては有姿の

五ミリメートルのもの及び四・七五ミリメートルの

平に振とうする︒

この表の試料液の項のイに規定する汚泥又は水底土砂に含

備考

もの︶を用いて粒径が〇・五ミリメートル以上五ミ

無機性の汚泥︵水溶性のものを除く︒︶又は無機

リメートル以下となるようにしたものとする︒
イ

グラム︶の重量体積比が三パーセントとなるように

合液︵単位ミリリットル︶に含まれる固型分︵単位

Ａ四のものをいう︒以下同じ︒︶︶を加え︑その混

業規格Ｋ〇五五七︵一九九八︶に規定するＡ三又は

り取り︑沸騰しないように注意して蒸発乾固し︑摂氏百五度

ットル以上のもので︑あらかじめ乾燥したもの︶に正確に計

で︑あらかじめ乾燥したもの︶又は蒸発ざら︵容量百ミリリ

ム︶を平形はかりびん︵容量五十ミリリットル以上のもの

汚泥又は水底土砂二十グラム以上百グラム以下︵ａグラ

まれる固型分の重量比は︑次により求めるものとする︒

し︑かつ︑その混合液が五百ミリリットル以上とな

以上百十度以下で二時間乾燥した後︑デシケーター中で三十

性の水底土砂にあっては︑試料に溶媒︵水︵日本産

るようにしたものとする︒

分間放冷する︒この結果平形はかりびん又は蒸発ざらに残留

した物質の重量︵ｂグラム︶を正確に求め︑これを固型分の

イに掲げる廃棄物以外の水底土砂等にあっては︑
試料︵単位グラム︶と溶媒︵水︶︵単位ミリリット

重量とし︑次の式により求める︒

ロ

ル︶とを重量体積比十パーセントの割合で混合し︑

二

固型分の重量比︵パーセント︶＝ｂ／ａ １
×００
廃酸又は廃アルカリに係る検液は︑有姿のまま採取した試料

から必要な量︵二百ミリリットル以上とする︒︶を共栓付メス
シリンダー︵容量一リットルのもの︶に正確に計り取り︑これ

二

水銀又は
その化合物

﹁排水基準告示﹂という︒︶付表三に掲げる方
法

水質環境基準告示付表二に掲げる方法

日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の五十五

に定める方法︵日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇

カドミウ
ム又はその

一六︶の五十五の準備操作で参照することとし

三

混ぜて均質な状態とした後速やかに検定に必要な量を正確に計

化合物

に水を加えて全量を一リットルとし︑この試料液を激しく振り

り取って作成するものとする︒ただし︑揮発性物質の検定に係

ている日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の

に定める方法︵日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇

日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の五十四

る廃酸又は廃アルカリにあっては︑有姿のまま採取した試料

鉛又はそ

五十二・二の備考六に定める方法を除く︒︶
四

︵別表第二の︵三︶イ試料の取扱いに準じて取り扱う︒︶を検
液とする︒

の化合物

一六︶の五十四の準備操作で参照することとし

検定の方法

検定は︑第一の検液︑有機塩素化合物又は揮発性物質の検定に係

ている日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の

第二

る水底土砂並びに揮発性物質の検定に係る汚泥及び汚泥を処分する

規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の三十一・一に定

排水基準告示付表一に掲げる方法又は日本産業

五十二・二の備考六に定める方法を除く︒︶
有機りん
化合物

五

ために処理したものにつき︑次の表の各号上欄に掲げる金属等の種
類ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げる方法により当該検液︑当該
水底土砂︑当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに

が八十パーセント以上百二十パーセント以下で

に掲げる方法又は添加回収試験において回収率

昭和四十八年二月環境庁告示第十三号別表第一

付表二に掲げる方法︶

める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のも

六価クロ
ム化合物

六

含まれる有害物質の重量︵単位ミリグラム︶を求めることにより行

昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号︵以

の︵メチルジメトンにあっては︑排水基準告示

アルキル

下﹁水質環境基準告示﹂という︒︶付表三及び

うものとする︒

一
水銀化合物

昭和四十九年九月環境庁告示第六十四号︵以下

七

八

九

あるときに限り日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇

定める方法を除く︒︶

日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の五十三

に定める方法︵日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇

亜鉛又

はその化合

一六︶の五十三の準備操作で参照することとし

一二

格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の六十五・二・六に
物

一六︶の六十五・二に定める方法︵日本産業規

定める方法を除く︒︶
ひ素又は

日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の六十一

五十二・二の備考六に定める方法を除く︒︶

ている日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の

日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の三十四

に定める方法︵ただし︑日本産業規格Ｋ〇一〇
ふつ化

一六︶の三十四・四のうちＦＩＡ法を用いる場

一三

酸溶液の添加量については︑十分な量を加える

合には︑日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶

二︵二〇一六︶の六十一の操作に定める予備還

ものとする︒︶

の三十四・一の試験操作のうち蒸留して得た留

に定める方法︵日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇

日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の三十八

出液を〇・一モル毎リットル塩酸で中和するこ

物

に定める方法︵日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇

元の際のよう化カリウム溶液及びアスコルビン

その化合物

シアン化
合物

と︒︶

規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶の五・一︑五・

イ 第一の二に掲げる検液にあっては日本産業

一六︶の三十八・一・一に定める方法を除
トリク
ロロエチレ

一四

水質環境基準告示付表四に掲げる方法又は日本

二︑五・三・二︑五・四・一又は五・五に定

く︒︶
ポリ塩化

ン

める方法

日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の五十二

十五・三に定める方法

の五・一︑五・二︑五・三・二若しくは五・

法又は日本産業規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶

及び水底土砂にあっては別表第二に掲げる方

ロ 汚泥︑汚泥を処分するために処理したもの

に定める方法︵準備操作のうち日本産業規格Ｋ

四・一に定める方法

て︑日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の三

別表第一に掲げる方法で得られた検液につい

産業規格Ｋ〇〇九三︵二〇〇六︶に定める方法

有機塩

ビフェニル
一〇

銅又は

素化合物

一一
その化合物

〇一〇二︵二〇一六︶の五十二・二の備考六に

テトラ

イ

第一の二に掲げる検液にあっては日本産業
規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶の五・一︑五・

一五
クロロエチ

汚泥︑汚泥を処分するために処理したもの

ジクロ

の化合物
二〇

四塩化

ロメタン

二一

日本産業規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶の五・

一︑五・二︑五・三・二又は五・四・一に定め
る方法

イ 第一の二に掲げる検液にあっては日本産業

規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶の五・一︑五・

二︑五・三・二︑五・四・一又は五・五に定

炭素

法又は日本産業規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶

ロ 汚泥︑汚泥を処分するために処理したもの

める方法

四・一に定める方法

及び水底土砂にあっては別表第二に掲げる方

エタン

︱ジクロロ

る方法

一︑五・二︑五・三・二又は五・四・一に定め

日本産業規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶の五・

四・一に定める方法

の五・一︑五・二︑五・三・二若しくは五・

昭和四十八年二月環境庁告示第十三号別表第七

日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の五十九

五・一に定める方法

日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の六十

法又は日本産業規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶

一・二

に掲げる方法

二二

の五・一︑五・二︑五・三・二若しくは五・

及び水底土砂にあっては別表第二に掲げる方

ロ

める方法

二︑五・三・二︑五・四・一又は五・五に定

ベリリ

レン

一六
ウム又はそ

クロム

の化合物
一七
又はその化

ニッケ

合物
一八

一︑五・二︑五・三・二又は五・四・一に定め

日本産業規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶の五・

に定める方法︵日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇

︱ジクロロ

一・一

ル又はその

一六︶の五十九の準備操作で参照することとし

二三

化合物

る方法

一︑五・二︑五・三・二又は五・四・一に定め

日本産業規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶の五・
一・二︱ジ

る方法

シス︱
日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の七十に

クロロエチ

二四

定める方法

五十二・二の備考六に定める方法を除く︒︶

エチレン

バナジ

ている日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の

一九

ウム又はそ

レン
イ

第一の二に掲げる検液にあっては日本産業
規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶の五・一︑五・

一・

一・一︱ト
二︑五・三・二︑五・四・一又は五・五に定

二五

リクロロエ
める方法
汚泥︑汚泥を処分するために処理したもの

タン
ロ
及び水底土砂にあっては別表第二に掲げる方
法又は日本産業規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶
の五・一︑五・二︑五・三・二若しくは五・

第一の二に掲げる検液にあっては日本産業

四・一に定める方法
イ

規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶の五・一︑五・

一・

一・二︱ト

二︑五・三・二︑五・四・一又は五・五に定

二六

リクロロエ
める方法

汚泥︑汚泥を処分するために処理したもの

タン
ロ

二八
ム

二九
ン

三〇

チウラ

シマジ

チオベ

セレン

ベンゼ

ンカルブ

三一
ン

三二

又はその化
合物

水質環境基準告示付表五に掲げる方法︵前処理

における試料の量は︑百ミリリットルとす
る︒︶

水質環境基準告示付表六に掲げる方法︵前処理

における試料の量は︑百ミリリットルとす
る︒︶

水質環境基準告示付表六に掲げる方法︵前処理

における試料の量は︑百ミリリットルとす
る︒︶

日本産業規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶の五・

一︑五・二︑五・三・二又は五・四・二に定め
る方法

日本産業規格Ｋ〇一〇二︵二〇一六︶の六十七
に定める方法

水質環境基準告示付表八に掲げる方法︵ただ

し︑装置の感度が十分得られる場合は︑試料量

一・四
︱ジオキサ

を二十ミリリットル以上二百ミリリットル未満

三三

法又は日本産業規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶

ン

及び水底土砂にあっては別表第二に掲げる方

の五・一︑五・二︑五・三・二若しくは五・

カラムの上部にカートリッジ型ＯＤＳカラム又

の範囲で変更してもよい︒活性炭カートリッジ

日本産業規格Ｋ〇一二五︵二〇一六︶の五・

はポリスチレン樹脂充填カラムを装着すること

四・一に定める方法

一︑五・二︑五・三・二又は五・四・一に定め

とする︒︶

一・三

︱ジクロロ

る方法

二七

プロペン

備考
汚泥︑汚泥を処分するために処理したもの及び水底土砂の
検定に係る第一四号︑第一五号︑第二〇号から第二七号ま
で︑第三一号及び第三三号の下欄に掲げる方法︵別表第二に

砂︵含水率九十五パーセント以上のも
のに限る︒︶

６

Ｗ︶ ５
×
×／
︵１００−Ｐ︶

１０
×

６

Ｃ ２＝Ａ／︵Ｖ

Ｗ︶＝１０
×

算式においてＡ︑Ｃ １︑Ｃ ２︑Ｐ︑Ｖ及びＷはそれぞ

前三号に掲げる廃棄物以外の廃棄物

備考

四

い︑試料の作成及び検液の調製を別表第二︵三︶イ︑ロ及び

１

定めるものを除く︒︶の試験操作については︑試料の取扱

ハの規定により行うものとし︑試験操作に用いる水は日本産

金属等の濃度︵試料一キログラム又は検液一リ

れ次の数値を表わすものとする︒

２

２

金属等の濃度︵試料一キログラム又は試料一リ

第一の表の備考の規定は︑この表において試料の含

ットル︶

Ｗ 試料の重量︵単位グラム︶又は体積︵単位ミリリ

Ｖ 検液の体積︵単位ミリリットル︶

セント︶

Ｐ 試料の重量︵単位グラム︶又は含水率︵単位パー

ットルに含まれるミリグラム数︶

Ｃ

ットルに溶出したミリグラム数︶

１

業規格Ｋ〇五五七︵一九九八︶に規定するＡ三又はＡ四のも

３

Ｃ

Ａ 検出された金属等の重量︵単位ミリグラム︶

濃度の算出

のとする︒
第三

濃度の算出は︑次の表の各号上欄に掲げる廃棄物の種類ごとにそ

３

Ｃ １＝Ａ／Ｖ ×

Ｐ︶ ×
１０

Ｃ １＝Ａ／Ｖ ×
５／︵１００−

れぞれ当該各号下欄に掲げる算式によるものとする︒

一 有機性の汚泥又は有機性の水底土砂
︵含水率九十五パーセント以上のもの
に限るものとし︑有機塩素化合物の検
定に係る水底土砂を除く︒︶
二 水底土砂等並びに揮発性物質の検定

１０

水率を求める場合において準用する︒この場合におい

に係る汚泥︑当該汚泥を処分するため
に処理したもの及び水底土砂︵前号に

る汚泥又は水底土砂に含まれる固型分の重量比﹂とあ

て︑同表の備考中﹁この表の試料液の項のイに規定す
Ｃ ２＝Ａ／︵Ｖ

掲げるものを除く︒︶
三 有機塩素化合物の検定に係る水底土

水底土砂又は第三号上欄に掲げる水底土砂の含水率﹂

るのは︑﹁この表の第一号上欄に掲げる汚泥若しくは

と︒︶︒

イオキシン類対策特別措置法施行規則︵平成十一年総理府令

三・七・八︱四塩化ジベンゾ︱パラ︱ジオキシンの毒性にダ

別表第一

第六十七号︶第三条で定めるところにより換算するこ

と︑﹁固型分の重量比︵パーセント︶＝ｂ／ａ １
×０
０﹂とあるのは︑﹁含水率︵パーセント︶＝１００−
ｂ／ａ １
×００﹂とする︒

︵一︶ 試薬
ヘキサン

ダイオキシン類に係る検定方法

イ

硫酸ナトリウム︵無水︶

第四
ダイオキシン類︵ダイオキシン類対策特別措置法︵平成十一年

ロ

トルを加えて振り混ぜ︑ろ別し︑残留物に再びヘキサン二十

硫酸ナトリウム︵無水︶百グラムにヘキサン五十ミリリッ

法律第百五号︶第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう︒

燃え殻︑汚泥︑ばいじん︑廃酸及び廃アルカリ並びに燃え

以下同じ︒︶に係る検定方法は次のとおりとする︒
一

五ミリリットルを加えて振り混ぜ︑ろ別した残留物を風乾し

ガラス製又はポリエチレン製の容器に封入されたものであ

ソジウムビフェニル有機溶媒溶液

殻︑汚泥又はばいじんを処分するために処理したもの 平成四

ハ

たもの

水底土砂 次に掲げる方法

年七月厚生省告示第百九十二号第一号に定める方法
二

検液の作成 第一の表に掲げる方法により試料の作成︑試

って︑有効期間を過ぎていないもの︵保存する場合には︑冷

イ

料液の調製及び当該水底土砂に含まれるダイオキシン類の溶

暗所で保存する︒︶
二酸化炭素ガス

空試験を行い︑測定値に影響を及ぼさない純度のもの

全量フラスコ

容量二十五ミリリットル︑百ミリリットル︑二百ミリリッ

共栓付三角フラスコ

トル︑五百ミリリットル及び千ミリリットルのもの

イ

︵二︶ 器具及び装置

ニ

出の操作を行って得られた懸濁液を孔径一マイクロメートル
のグラスファイバーフィルターペーパー︵ＧＦＰ︶を用いて
ろ過した後の溶液︵ろ過が著しく困難な場合は︑当該懸濁液
を毎分約三千回転で二十分間遠心分離した後の上澄み液︶か

検定の方法 日本産業規格Ｋ〇三一二に定める方法により

ら検定に必要な量を正確に計り取って作成するものとする︒
ロ

行うものとする︵測定されるダイオキシン類の量を︑二・
ロ

ハ

共栓付遠沈管

容量百ミリリットル及び二百ミリリットルのもの
せる︒

を繰り返し︑分離したヘキサン層を先の分液ロートに合わ

一の検液百二十五ミリリットル︑廃酸又は廃アルカリにあ

無機性の汚泥又は無機性の水底土砂にあっては︑第一の

分液ロート

っては︑第一の二の検液の適量︵試料百二十五ミリリット

容量百ミリリットルのもの

容量百ミリリットル︑二百ミリリットル及び五百ミリリッ

ルを含む量︶を分液ロートＡ︵容量五百ミリリットル以上

ニ

トル以上千ミリリットル以下のもの︵ソジウムビフェニル有

千ミリリットル以下のもの︶に採り︑ヘキサン五十ミリリ

ば遠心分離を行う︒︶水層を分液ロートＢ︵容量五百ミリ

機溶媒溶液を添加する際にはガラス製コックのものを使用す

遠心分離機

リットル以上千ミリリットル以下のもの︶に移し︑ヘキサ

ットルを加え︑十分間振り混ぜ︑静置した後︵必要があれ

ホ
ろ紙五種Ｂ

ること︶

ヘ

ン四十ミリリットルを分液ロートＢに加え︑同様の抽出操

せる︒

作を繰り返し︑分離したヘキサン層を分液ロートＡに合わ

日本産業規格Ｐ三八〇一に定めるものであって︑十分に洗
浄し塩化物イオンの測定に影響を及ぼさないもの
︵三︶ 試験操作

たもの二十五グラムを共栓付三角フラスコ︵容量二百ミリ

姿のまま採取し︑小石等の異物を除去し︑均質な状態とし

︵イ︶ 有機性の汚泥又は有機性の水底土砂にあっては︑有

に脱水したヘキサン溶液を全量フラスコ︵容量百ミリリッ

し︑少量の硫酸ナトリウム︵無水︶を加えて脱水する︒次

百ミリリットルのもので︑あらかじめ乾燥したもの︶に移

いし︑十分に水を分離した後︑共栓付三角フラスコ︵容量

︵ロ︶ ヘキサン層を水十ミリリットルで三回から五回水洗

リットルのもの︶あるいは共栓付遠沈管︵容量百ミリリッ

トルのもの︶に移し︑残留物を少量のヘキサンで洗い︑洗

ヘキサン抽出

トルのもの︶に正確に計り取り︑これにヘキサン五十ミリ

液を全量フラスコに合わせ︵注一︶︑ヘキサン溶液をヘキ

イ

リットルを加えて五分間振り混ぜた後︑千重力加速度以上

全量フラスコからヘキサン抽出液十ミリリットル以上五十

水による逆抽出

サンで標線まで薄める︒
ロ

で十分間遠心分離を行い︑ヘキサン層を分液ロート︵容量
二百ミリリットルのもの︶に移し︑残留物をもとの容器に
戻し︑ヘキサン四十ミリリットルを加え︑同様の抽出操作

ることを確認した後︵青緑色が消える場合は︑更にソジウム

二・五ミリリットル以上を加え︑ヘキサン溶液に青緑色が残

の︶に正確に計り取り︑ソジウムビフェニル有機溶媒溶液

ミリリットル以下を分液ロートＣ︵容量百ミリリットルのも

トルに定容し試験溶液とする︵注三︶︒

ラスコ︵容量二十五ミリリットルのもの︶で二十五ミリリッ

ン濃度指数が八以上九以下となるまで水層に通気し︑全量フ

キサン溶媒を揮散させ︑放冷後︑二酸化炭素ガスを水素イオ

パスツールピペットあるいはガラス管等を用い︑二酸化炭素

のヘキサン溶液に水二十ミリリットルを加えて振り混ぜる︒

色が残るまで繰り返す︒︶︑室温で五分間放置する︒次にこ

半日程度放置し︑硫化物を除去することが望ましい︒

洗液を全量フラスコに合わせる際に︑金属銅粒を加え

を酸化するか︑又は残留物を少量のヘキサンで洗い︑

に︑過酸化水素を含む溶液を用いて洗浄を行い硫化物

︵注一︶ 廃棄物に硫化物が含まれている場合︑水洗いの際

ガスを水素イオン濃度指数が八以上九以下となるまで水層に

︵注二︶ イオンクロマトグラフの測定用カラムの種類によっ

ビフェニル有機溶媒溶液二・五ミリリットルを加える︒青緑

通気し︑溶液を中和する︒静置した後︑水層を分液ロートＤ

︵注三︶ 溶媒の除去については市販の溶媒除去カートリッジ

ては︑有機溶媒により劣化を起こすことがあるため︑

ラスコ︵容量五十ミリリットルのもの︶に移す︒分液ロート

に試料溶液を通し︑試験溶液としてもよい︒その場合

︵容量百ミリリットルのもの︶に移し︑これにヘキサン二十

Ｃのヘキサン層に水十ミリリットルを加えて振り混ぜ︑静置

はあらかじめ溶媒除去カートリッジから塩化物イオン

溶媒除去の操作は必ず行う︒

した後︑水層を先の全量フラスコに合わせ︑水で標線まで薄

の溶出がないこと及び塩化物イオン標準液を通液して

ミリリットルを加えて振り混ぜ︑静置した後︑水層を全量フ

める︵濁りがある場合は︑ろ紙五種Ｂを用いてろ過した後︑

︵一︶ 試薬

別表第二

る︒

めのないものについては︑日本産業規格に定めるところによ

この検定方法における用語その他の事項でこの検定方法に定

備考

も濃度が変化しないことを確認しておくこと︒

ロの操作の空試験

薄める︒︶︒
ハ

ロの操作で用いたヘキサン抽出液と同量のヘキサンについ

溶媒の除去︵注二︶

て︑ロの操作と同様の操作を行う︒
ニ

ロの水による逆抽出液の十ミリリットルを五十ミリリット
ルのビーカーに移し︑ホットプレート上で加熱し溶存するヘ

水約一・五リットルを分液ロート︵容量二千ミリリットル

水︵注一︶

︵この溶液の濃度は︑トリクロロエチレン標準原液の濃度か

一ミリリットルを加えた後︑ヘキサンを標線まで加えたもの

十ミリリットルを入れ︑これにトリクロロエチレン標準原液

イ

のもの︶に採り︑ヘキサン約百ミリリットルを加えて振り混

ら算出する︒︶

テトラクロロエチレン標準原液

約四十ミリリットルを入れて密栓してその質量を測定し︑次

ホ

ぜ︑静置後水層を三角フラスコ︵容量二千ミリリットルのも
の︶に移し︑沸騰させてヘキサンを除去した後︑蒸留フラス

のトリクロロエチレン︑テトラクロロエチレン︑四塩化炭

にテトラクロロエチレン約一・三ミリリットルを速やかに加

全量フラスコ︵容量五十ミリリットルのもの︶にヘキサン

素︑一・一・一︱トリクロロエタン及び一・一・二︱トリク

えて密栓してその質量を測定し︑さらにヘキサンを標線まで

コに移して二回蒸留し冷却したもの又はこれと同程度に水中

ロロエタン︵以下本表において﹁トリクロロエチレン等﹂と

ヘ

全量フラスコ︵容量百ミリリットルのもの︶にヘキサン約

テトラクロロエチレン中間標準液︵注五︶

える前後の質量の差から求める︒︶

加えたもの︵この溶液の濃度は︑テトラクロロエチレンを加

ヘキサン︵注三︶

いう︒︶が除去されたもの︵注二︶
ロ

ガスクロマトグラフに注入したとき︑トリクロロエチレン
等の保持時間に相当する位置にピークのないもの︵試薬の調

原液一ミリリットルを加えた後︑ヘキサンを標線まで加えた

九十ミリリットルを入れ︑これにテトラクロロエチレン標準

トリクロロエチレン標準原液

製及び試験操作には︑このヘキサンを用いる︒︶
ハ

もの︵この溶液の濃度は︑テトラクロロエチレン標準原液の
濃度から算出する︒︶

全量フラスコ︵容量五十ミリリットルのもの︶にヘキサン
約四十ミリリットルを入れて密栓してその質量を測定し︑次

テトラクロロエチレン標準液

全量フラスコ︵容量百ミリリットルのもの︶にヘキサン約八

ト

て密栓してその質量を測定し︑さらにヘキサンを標線まで加

十ミリリットルを入れ︑これにテトラクロロエチレン中間標

にトリクロロエチレン約〇・五ミリリットルを速やかに加え

えたもの︵この溶液の濃度は︑トリクロロエチレンを加える

の濃度から算出する︒︶

もの︵この溶液の濃度は︑テトラクロロエチレン中間標準液

準液十ミリリットルを加えた後︑ヘキサンを標線まで加えた

トリクロロエチレン標準液︵注四︶

前後の質量の差から求める︒︶
ニ

全量フラスコ︵容量百ミリリットルのもの︶にヘキサン約九

チ
全量フラスコ︵容量五十ミリリットルのもの︶にヘキサン

四塩化炭素標準原液

クロロエタンを加える前後の質量の差から求める︒︶

標線まで加えたもの︵この溶液の濃度は︑一・一・一︱トリ

全量フラスコ︵容量百ミリリットルのもの︶にヘキサン約

一・一・一︱トリクロロエタン中間標準液︵注七︶

に四塩化炭素約三・一ミリリットルを速やかに加えて密栓し

九十ミリリットルを入れ︑これに一・一・一︱トリクロロエ

ヲ

てその質量を測定し︑さらにヘキサンを標線まで加えたもの

タン標準原液一ミリリットルを加えた後︑ヘキサンを標線ま

約四十ミリリットルを入れて密栓してその質量を測定し︑次

︵この溶液の濃度は︑四塩化炭素を加える前後の質量の差か

エタン標準原液の濃度から算出する︒︶

で加えたもの︵この溶液の濃度は︑一・一・一︱トリクロロ

四塩化炭素中間標準液︵注六︶

ら求める︒︶
リ

一・一・一︱トリクロロエタン標準液

全量フラスコ︵容量百ミリリットルのもの︶にヘキサン約

ワ

九十ミリリットルを入れ︑これに四塩化炭素標準原液一ミリ

八十ミリリットルを入れ︑これに一・一・一︱トリクロロエ

全量フラスコ︵容量百ミリリットルのもの︶にヘキサン約

リットルを加えた後︑ヘキサンを標線まで加えたもの︵この

まで加えたもの︵この溶液の濃度は︑一・一・一︱トリクロ

タン中間標準液十ミリリットルを加えた後︑ヘキサンを標線

四塩化炭素標準液

溶液の濃度は︑四塩化炭素標準原液の濃度から算出する︒︶
ヌ

一・一・二︱トリクロロエタン標準原液

ロエタン中間標準液の濃度から算出する︒︶
カ

全量フラスコ︵容量百ミリリットルのもの︶にヘキサン約
九十ミリリットルを入れ︑これに四塩化炭素中間標準液一ミ

全量フラスコ︵容量五十ミリリットルのもの︶にヘキサン

約四十ミリリットルを入れて密栓してその質量を測定し︑次

リリットルを加えた後︑ヘキサンを標線まで加えたもの︵こ
の溶液の濃度は︑四塩化炭素中間標準液の濃度から算出す

やかに加えて密栓してその質量を測定し︑さらにヘキサンを

に一・一・二︱トリクロロエタン約一・四ミリリットルを速

一・一・一︱トリクロロエタン標準原液

る︒︶
ル

標線まで加えたもの︵この溶液の濃度は︑一・一・二︱トリ

ヨ

全量フラスコ︵容量百ミリリットルのもの︶にヘキサン約

一・一・二︱トリクロロエタン標準液︵注八︶

クロロエタンを加える前後の質量の差から求める︒︶

全量フラスコ︵容量五十ミリリットルのもの︶にヘキサン
約四十ミリリットルを入れて密栓してその質量を測定し︑次
に一・一・一︱トリクロロエタン約一・六ミリリットルを速
やかに加えて密栓してその質量を測定し︑さらにヘキサンを

線まで加えたもの︵この溶液の濃度は︑一・一・二︱トリク

タン標準原液〇・五ミリリットルを加えた後︑ヘキサンを標

九十ミリリットルを入れ︑これに一・一・二︱トリクロロエ

数のトリクロロエチレン標準原液を加えた後︑ヘキ

ロエチレン十五ミリグラムに相当するミリリットル

キサン約九十ミリリットルを入れ︑これにトリクロ

十マイクログラムの溶液としたものを用いてもよ

サンを標線まで加えて︑一ミリリットル当たり百五

混合標準液︵注九︶

い︒

ロロエタン標準原液の濃度から算出する︒︶
タ
全量フラスコ︵容量百ミリリットルのもの︶にヘキサン約

サンを標線まで加えたもの︵この溶液の濃度は︑トリクロロ

ロエタン標準液それぞれ一ミリリットルを入れ︑さらにヘキ

一・一︱トリクロロエタン標準液及び一・一・二︱トリクロ

液︑テトラクロロエチレン標準液︑四塩化炭素標準液︑一・

四百マイクログラムの溶液としたものを用いてもよ

ヘキサンを標線まで加えて︑一ミリリットル当たり

ル数のテトラクロロエチレン標準原液を加えた後︑

ロロエチレン四十ミリグラムに相当するミリリット

キサン約九十ミリリットルを入れ︑これにテトラク

︵注五︶ 全量フラスコ︵容量百ミリリットルのもの︶にヘ

エチレン標準液︑テトラクロロエチレン標準液︑四塩化炭素

い︒

八十ミリリットルを入れ︑これにトリクロロエチレン標準

標準液︑一・一・一︱トリクロロエタン標準液及び一・一・

素百ミリグラムに相当するミリリットル数の四塩化

キサン約九十ミリリットルを入れ︑これに四塩化炭

︵注六︶ 全量フラスコ︵容量百ミリリットルのもの︶にヘ

炭素標準原液を加えた後︑ヘキサンを標線まで加え

二︱トリクロロエタン標準液の濃度から算出する︒︶︵注

︵注一︶ ガスクロマトグラフに注入したとき︑トリクロロ

十︶

エチレン等の保持時間に相当する位置にピークのな

て︑一ミリリットル当たり一ミリグラムの溶液とし

︵注七︶ 全量フラスコ︵容量百ミリリットルのもの︶にヘ

たものを用いてもよい︒

い精製水を用いてもよい︒
︵注二︶ ガラスびんに密栓して試験対象物質による汚染の
ない場所に保存する︒使用時に約二十分間沸騰さ

一︱トリクロロエタン四十ミリグラムに相当するミ

キサン約九十ミリリットルを入れ︑これに一・一・

︵注三︶ ヘキサンのかわりにペンタンを用いてもよい︒

リリットル数の一・一・一︱トリクロロエタン標準

せ︑放冷したものを用いれば安全である︒

︵注四︶ 全量フラスコ︵容量百ミリリットルのもの︶にヘ

原液を加えた後︑ヘキサンを標線まで加えて︑一ミ
リリットル当たり四百マイクログラムの溶液とした
ものを用いてもよい︒
︵注八︶ 全量フラスコ︵容量百ミリリットルのもの︶にヘ
キサン約九十ミリリットルを入れ︑これに一・一・
二︱トリクロロエタン二十ミリグラムに相当するミ

ハ

ニ

かくはん子

直径十二ミリメートル︑長さ四十ミリメートル程度のもの
マイクロシリンジ

容量一マイクロリットル以上十マイクロリットル以下であ

ガスクロマトグラフ

って液体用のもの
ホ

次の条件を満たすもの又はこれと同等以上の分離能︑定量
精度を有するもの

リリットル数の一・一・二︱トリクロロエタン標準
原液を加えた後︑ヘキサンを標線まで加えて︑一ミ

︵イ︶ カラム用管

ガラス製で内径三ミリメートル︑長さ三メートルのもの

リリットル当たり二百マイクログラムの溶液とした
ものを用いてもよい︒

︵注十︶ トリクロロエチレン︑テトラクロロエチレン︑四

トル以上二百五十マイクロメートル以下︶にフェニルシリ

酸洗浄した白色けい藻土坦体︵粒径百八十マイクロメー

︵ロ︶ カラム充填剤

塩化炭素︑一・一・一︱トリクロロエタン又は一・

コーン油を約二十パーセント被覆したもの

︵注九︶ 濃度が既知の市販品を用いてもよい︒

一・二︱トリクロロエタンをそれぞれ単独に試験す

︵ハ︶ 検出器
電子捕獲検出器

る場合には︑トリクロロエチレン標準液︑テトラク
ロロエチレン標準液︑四塩化炭素標準液︑一・一・

︵ニ︶ キャリヤーガス

摂氏六十度以上百度以下

︵ヘ︶ カラム槽温度

摂氏百五十度以上二百五十度以下

︵ホ︶ 試料気化室温度

ミリリットル以上八十ミリリットル以下に調節する︒︶

体積百分率九十九・九九九以上の窒素︵流量は毎分四十

一︱トリクロロエタン標準液又は一・一・二︱トリ
クロロエタン標準液一ミリリットルを用いてタに準
じて希釈し︑個別に標準液を調製する︒

マグネチックスターラー

容量五百ミリリットルのもの

ねじ口付三角フラスコ

︵二︶ 器具及び装置
イ

ロ

︵ト︶ 検出器槽温度
摂氏百五十度以上二百五十度以下

り︑速やかに溶媒︵水︶を満たして密栓する︒

︵ロ︶ 汚泥を処分するために処理したものにあっては︑あ

これらの物質は揮発性が高いので︑試料は密封できるガラ

試料の取扱い

の割合となるように採り︵注十三︶︑速やかに密栓する︒

︵水︶︵単位ミリリットル︶とを重量体積比十パーセント

五百ミリリットルのもの︶に︑試料︵単位グラム︶と溶媒

らかじめかくはん子を入れたねじ口付三角フラスコ︵容量

ス製容器又はトリクロロエチレン等が吸着しない容器に空げ

このとき︑混合液が五百ミリリットル以上となるように

︵三︶ 試験操作

きが残らないように採取する︒試験は試料採取後直ちに行

し︑かつ︑混合液に対するねじ口付三角フラスコ︵容量五

イ

う︒試験を直ちに行えない場合には︑摂氏〇度以上十度以下

リットル分取し︑これを検液とする︒
検定操作

トルを加えて密栓し︑十秒から二十秒程度激しく振り混ぜ

︵イ︶ 検液を分取した共栓付試験管にヘキサン十ミリリッ

ニ

︵ニ︶ 十分から三十分程度静置後︑混合液を正確に十ミリ

くはんする︵注十四︶︒

十度︶に保ちマグネチックスターラーで四時間連続してか

︵ハ︶ ︵イ︶又は︵ロ︶について︑常温︵おおむね摂氏二

なくなるようにする︒

百ミリリットルのもの︶のヘッドスペースができるだけ少

試料の作成

の暗所に保存し︑できるだけ速やかに試験を行う︒
ロ

︵イ︶ 汚泥及び水底土砂にあっては︑有姿のまま採取し︑
小石等の異物を除去したものとする︒

検液の調製

砕したものとする︒

ものを粒径がおおむね五ミリメートル以下となるように粉

ものとし︑それ以外のものにあっては有姿のまま採取した

ミリメートル以下のものにあっては︑有姿のまま採取した

︵ロ︶ 汚泥を処分するために処理したもののうち︑粒径五

ハ

スコ︵容量五百ミリリットルのもの︶に︑空げき容量︵単

子を入れた空げき容量既知︵注十一︶のねじ口付三角フラ

にガスクロマトグラフに注入し︑ガスクロマトグラムを記

トル︶をマイクロシリンジ︵注十五︶を用いて採り︑直ち

︵ロ︶ ヘキサン層の一部の一定量︵例えば五マイクロリッ

た後静置する︒

位ミリリットル︶に対し試料の固型分︵単位グラム︶︵注

録する︒

︵イ︶ 汚泥及び水底土砂にあっては︑あらかじめかくはん

十二︶を重量体積比三パーセントの割合となるように採

︵ハ︶ トリクロロエチレン等の保持時間に相当する位置の
ピークについて︑ピーク高さ又はピーク面積を測定する

グネチックスターラーを調整すること︒また︑試料

溶液が発熱しないようにすること︒

︵ホ︶ 空試験として︑あらかじめかくはん子を入れたねじ

︵ニ︶ 検量線からトリクロロエチレン等の重量を求める︒

ンを入れた全量フラスコに入れ︑適当な濃度に希釈

れたヘキサン層の一定量を取り︑あらかじめヘキサ

︵注十六︶検量線の上限を超える場合には︑ニ︵イ︶で得ら

︵注十五︶検量線作成に用いたものと同じものを用いる︒

口付三角フラスコ︵容量五百ミリリットルのもの︶に水を

して測定する︒

︵注十六︶︒

満たしてハの︵ハ︶及び︵ニ︶並びに︵イ︶から︵ハ︶ま

測定する︒前後の質量の差からねじ口付三角フラス

測定する︒これに水を満たして密栓し︑その質量を

ットルのもの︶に使用するかくはん子を入れ質量を

︵注十一︶使用するねじ口付三角フラスコ︵容量五百ミリリ

の操作を行い︑トリクロロエチレン等の量︵ナノグラム︶とピ

まで加える︒この溶液を用いて︵三︶のニの︵ロ︶及び︵ハ︶

ットルから十ミリリットルまで段階的に取り︑ヘキサンを標線

ミリリットルのもの︶に混合標準液︵注十七︶を〇・五ミリリ

ヘキサン約八十ミリリットルを入れた全量フラスコ︵容量百

︵四︶ 検量線の作成

コの空げき容量︵単位ミリリットル︶を求める︒一

ーク高さ又はピーク面積との関係線をそれぞれ作成する︒検量

での操作を行い︑検液の測定結果を補正する︒

度空げき容量を測定しておけば︑同一容器及び同一

線の作成は︑試料測定時に行う︒

︵注十七︶トリクロロエチレン等をそれぞれ単独で試験する

場合には︑︵注十︶で調製した標準液を用いて検量
線を作成する︒

文︹抄︺︹昭和四九年二月二七日環境庁告示第二三号︺

昭和四十九年三月十日から適用する︒

前

のないものについては︑日本産業規格に定めるところによる︒

この検定方法における用語その他の事項でこの検定方法に定め

備考

かくはん子を用いることとすれば毎回測定する必要
はなく︑二回目以降はその空げき容量を用いてよ
い︒
︵注十二︶固型分は第一の表の試料液のイの規定による︒
︵注十三︶試料の一グラム当たりの体積︵ミリリットル︶を
測定し︑︵注十一︶により求めた空げき容量からヘ
ッドスペースを残さないように加える水の量を調整
してもよい︒
︵注十四︶試料と水が均一に混じってかくはんされるようマ

前

文︹抄︺︹昭和四九年九月三〇日環境庁告示第六六号︺

文︹抄︺︹昭和五一年二月二七日環境庁告示第四号︺

昭和四十九年十月三十日から適用する︒
前

文︹抄︺︹昭和五五年一〇月二九日環境庁告示第六〇

昭和五十一年三月一日から適用する︒
前
号︺
有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令及び海洋汚染
及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋
立場所等に排出しようとする有害な廃棄物に係る判定基準を定める
総理府令の一部を改正する総理府令︵昭和五十五年総理府令第四十

文︹抄︺︹昭和五七年三月二七日環境庁告示第四五号︺

八号︶の施行の日︹昭和五五年一一月一四日︺から適用する︒
前

文︹抄︺︹平成元年九月一八日環境庁告示第四四号︺

昭和五十七年四月一日から施行する︒
前

文︹抄︺︹平成六年二月一八日環境庁告示第一五号︺

平成元年十月一日から適用する︒
前

文︹抄︺︹平成七年三月三日環境庁告示第一一号︺

平成六年二月二十日から適用する︒
前

文︹抄︺︹平成七年三月三〇日環境庁告示第二二号︺

平成七年四月一日から適用する︒
前

文︹抄︺︹平成七年一二月二〇日環境庁告示第八九号︺

平成七年四月一日から適用する︒
前

平成八年一月一日から適用する︒

前

文︹抄︺︹平成一二年一月一四日環境庁告示第二号︺

文︹抄︺︹平成一二年一二月一四日環境庁告示第七八

平成十二年一月十五日から適用する︒
前

号︺

文︹抄︺︹平成一五年三月三日環境省告示第一三号︺

平成十三年一月六日から適用する︒
前

文︹抄︺︹平成一五年六月一三日環境省告示第六八号︺

平成十五年四月一日から適用する︒
前

文︹抄︺︹平成一七年五月一六日環境省告示第四〇号︺

平成十五年十月一日から施行する︒
前

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法

文︹抄︺︹平成二六年五月三〇日環境省告示第七二号︺

律の施行の日︹平成一七年五月一九日︺から適用する︒
前

文︹抄︺︹平成三一年三月二〇日環境省告示第四六号︺

平成二十六年六月一日から適用する︒
前

則︹令和二年三月三〇日環境省告示第三五号︺

平成三十一年三月二十日から適用する︒
附

文︹抄︺︹令和二年六月四日環境省告示第五六号︺

この告示は︑公布の日から施行する︒
前

令和二年七月一日から適用する︒

