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大気中および水中の微量VOC連続測定装置

The Continuous Monitoring Devices for Measurement of
Volatile Organic Compounds in  the Air and Water

近年地球規模の問題となっている有害VOC（Volatile Organic Compounds; 揮発性有機化合物）汚染に対する，

環境保全，環境修復に役立つ大気中及び水中のVOC濃度連続測定装置を開発してきた。基本技術はガスクロマ

トグラフとPID（Photo-ionization Detector;光イオン化検出器）によるVOC濃度測定技術，及び水中微量VOCを

スパージング法により連続抽出するサンプリング技術である。ガスクロマトグラフ法は昇温式成分分離により，

20成分以上の微量VOC成分を成分毎に定量測定できる。PID方式は真空紫外光ランプでイオン化されたVOC成

分を電流検出するもので，小形ながらもppbレベルの全VOC濃度を迅速に検出できる。
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The environmental pollution with the volatile organic compounds (VOCs) becomes global environ-

mental issues on the health effects. This paper introduces the monitoring devices that have been devel-

oped for the measurement of VOCs in the environment. They are based on the detection and sampling

technologies. A small amount of VOCs is measured by gaschromatograph or photoinonization detector

(PID). VOCs in water are extracted by sparging method. More than 20 components of small quantity

VOCs can be measured respectively with a gaschromatograph by a programmed temperature method.

PID can detect ppb level of VOCs that are ionized by the lamp of vacuum ultraviolet radiation.

We expect these devices are useful for the improvement of the environment.

1．は  じ  め  に

トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなどに代

表されるVOC（揮発性有機化合物）は工業的に高い有用性

から，長年に亘り各産業分野で大量に使用されてきた。

しかし，近年の環境保全意識向上と，これら有害VOCに

よる深刻な環境汚染の実状から，土壌・地下水汚染の浄

化修復，VOC使用事業所での排出低減，浄水場での原水

監視等環境修復・保全活動が活発化している。一方，汚

染物質であるVOC濃度の測定・監視については，多方面

でそのニーズがあるにもかかわらず，殆どが人手による

サンプル採取と手分析に委ねられている。こうした現状

を踏まえて，質の高い監視情報を積極活用していくこと

で環境保全・修復活動の効率化，省力化，信頼性向上を

実現させるため，現場設置型大気中及び水中のVOC連続

自動測定装置を開発した。これらを構成する基本技術

は，微量VOCを成分毎に分離測定できるプロセスガスク

ロマトグラフと大気中の微量VOCを迅速に検出できる小

形PID（光イオン化検出器），及び水中VOCを連続的に抽

出するスパージング槽である。今回は，その構成技術と

製品群，及びその応用分野について簡単に説明し，次

に，プロセスガスクロマトグラフ式VOC成分連続測定装

図１ プロセスガスクロマトグラフ式VOC成分連続測定
装置の外観
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置とPID式全VOC連続測定装置を紹介する。図１はプロ

セスガスクロマトグラフ式VOC成分連続測定装置の外観

を示す。

2．VOCの測定技術と製品群及びその応用分野

図２にVOC測定基本技術とその組み合わせによる製品

群，及びその応用分野を示す。PID技術は成分毎の測定

はできないが，小形で速い応答性，操作の簡易性という

特長を生かして，ポータブルVOCモニター及び簡易な設

置型VOC連続測定装置に展開されている。一方，VOCを

成分毎に測定できるガスクロマトグラフは多成分混合サ

ンプル中の特定成分濃度を測定する場

合や多成分を同時に測定する応用に用

いられる。測定対象でみると，環境汚

染物質としてのVOCは大気中のみな

らず，土壌中，河川，地下水等に広

がっており，全ての試料形態に対応し

た測定が必要になる。このため，水中

VOC測定用には水中VOC連続抽出槽

を開発し，本槽とPIDまたはガスクロ

マトグラフと組み合わせることで，大

気中及び水中の全ての応用に対応でき

るようにした。具体的応用分野は，浄

水場の原水監視，下水監視等，工場内

排出監視，土壌地下水浄化監視，及び

作業環境監視である。

3．プロセスガスクロマトグラフ式VOC成分連続測
定装置

当社のプロセスガスクロマトグラフは信頼性の高いオ

ンライン連続成分分析計として石油精製プロセスやエチ

レンプロセスなどで豊富な実績を持っている。このプロ

セスガスクロマトグラフとVOC用のサンプリング装置を

組み合わせることで，VOC成分連続測定装置を構成し，

浄水場への原水中微量VOC成分の連続監視や工場排水中

の規制VOC成分の連続監視に利用され始めている。

図３にプロセスガスクロマトグラフ式水中微量VOC成

図２　VOC基本技術と製品群及びその応用分野

図３　ガスクロマトグラフ式水中VOC成分連続測定装置の構成
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分連続測定装置の構成を示す。スパージング式水中VOC

連続抽出槽から抽出されたVOC成分は，連続分析用のプ

ロセスガスクロマトグラフに導入される。ガスクロマト

グラフ内部では，サンプリングバルブにより一定量のサ

ンプルガスがキャリアガス（N2）に押されて分離カラムに

導入され，分離カラム中で溶出速度の違いにより成分毎

に分離される。分離カラム出口のFID（炎イオン化検出

器）で分離された各VOC成分が時系列に検出され，クロ

マトグラムが得られる。この動作を自動的に繰り返すこ

とで連続的に各成分濃度を測定する。分離カラムでの成

分分離では，昇温槽形カラムを用いることによって低沸

点から高沸点までの幅広いVOC成分を同時に分離測定で

きる。

図４はスパージング式水中VOC連続抽出槽の動作原理

図で，恒温スパージング槽内にサンプル水を連続的に流

入させ，同時にN2（または空気）をバブリングさせること

でサンプル水中のVOC成分がバブル内に気化してゆき，

ヘッドスペース側に抽出されたVOC成分を含むサンプル

ガスが得られる。スパージング槽内温度とサンプル水及

びガス流量を一定とすれば，安定したVOC抽出率が得ら

れ，定量測定に対応した水中VOC連続抽出槽として動作

する。

図５はプロセスガスクロマトグラフ式VOC成分連続測

定装置により，各10μg/<濃度の21成分の水中VOC成分

を分離した測定例で，各成分十分な感度で分離測定でき

ている。

4．PID式全VOC連続測定装置

測定サンプルが既知の単純な成分構成となっていて，

全VOC濃度の測定で対象成分の濃度を代用できる場合は

PIDを用いることで，小形・単純構成で操作性や保守性

に優れた簡易型連続VOC測定装置が実現できる。例え

図４　スパージング式水中VOC連続抽出槽の構造

図５ ガスクロマトグラフ式VOC成分連続測定装置による測定例
試料：水中VOC（21成分）各VOC10μg/<のクロマトグラム
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図６　PID（光イオン化検出器）の原理図

図８　PID式全VOC連続測定装置の外観

図７　PIDランプの外観

図９　PID式VOC連続測定装置による測定例
試料：水中テトラクロロエチレン10μg/<：地下水環境基準濃度

ば，土壌や地下水のVOC浄化監視では，多くの場合汚染

物質がトリクロロエチレンやテトラクロロエチレン等の

限られた成分に限定されており（1），全VOC濃度の監視に

より，浄化具合や浄化装置の運転状態を連続自動監視す

ることができる。

図６にPIDの原理図を示す。ランプ内に特定成分ガス

が封入され，外部から高周波電界励起することで10.6 eV

の真空紫外光が放射される。この紫外光により，10.6 eV

以下のイオン化エネルギを持つ成分はイオン化され，イ

オン電流として検出される。ベンゼン，トリクロロエチ

レン，テトラクロロエチレン等の主な有害VOC成分はイ

オン化されるが，空気中主成分のN2，O2，CO2，CH4，

H2O等はイオン化エネルギが高く，検出されないため，

VOC検出器として動作する。秒単位の高い応答性とppb

レベルの検出感度を有し，小形ながらも高性能なVOC検

出器である。図７はそのランプの外形写真であり，内部

電極を持たないシンプルな封じ込めランプのため１年以

上の寿命を有し，交換も容易である。図８に本PIDモ

ジュールを用いて試作した土壌ガス測定用全VOC連続測

定装置の外観を示す。

このガス用の測定装置の前段に，前述の水中VOC連続

抽出槽を接続することで，PID式の水中全VOC連続測定

装置を実現している。図９は本装置により環境基準濃度

である10μg/<のテトラクロロエチレンを測定した例であ

り，十分なSN比で測定できていることが判る。

5．お  わ  り  に

連続VOC測定の構成技術であるプロセスガスクロマト

グラフ，PID（光イオン化検出器）及び水中VOC連続抽出

槽について紹介した。これらの技術の普及と有効活用に

より，質の高い環境保全・環境修復活動が実現され，地

球規模での環境浄化が一層加速されていくことを期待し

ている。
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