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(57)【要約】
【課題】気体中に存在する硫化物をヒトの嗅覚による検
出感度を上回るレベルで検知することのできる超高感度
な硫化物測定方法、及びその方法を用いた硫化物測定装
置の開発を目的とする。
【解決手段】硫化物が有する金属への高吸着性を利用し
て、測定気体を金属フィルタによって前処理した硫化物
除去済気体と、未処理の硫化物除去未了気体について、
金属体表面に吸着した気体中の分子の吸着度合をそれぞ
れ表面分極制御法などによって測定し、その差分から測
定気体中に存在する硫化物を測定する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
測定気体中の硫化物を金属フィルタによって除去し、硫化物除去済気体とする硫化物除
去工程と、
硫化物除去済気体を金属体表面に接触させ、表面分極制御法によって硫化物除去済気体
中の分子の金属体表面に対する吸着度合を測定するバックグラウンド測定工程と、
前記測定気体中の硫化物を除去しない硫化物除去未了気体を金属体表面に接触させ、表
面分極制御法によって硫化物除去未了気体中の分子の金属体表面に対する吸着度合を測定
する全気体測定工程と、
全気体測定工程によって測定された硫化物除去未了気体中の分子の吸着度合と、バック
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グラウンド測定工程によって測定された硫化物除去済気体中の分子の吸着度合と、の差分
から前記測定気体中に含まれる硫化物を定量する硫化物定量工程と、
からなる硫化物測定方法。
【請求項２】
前記表面分極制御法に代えて表面プラズモン共鳴測定法を用いた請求項１に記載の硫化
物測定方法。
【請求項３】
前記表面分極制御法に代えて水晶振動子マイクロバランス法を用いた請求項１に記載の
硫化物測定方法。
【請求項４】
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気中に含まれる硫化物を測定する装置であって、
測定気体を後記測定部に導入するための導入管と、
導入管に配置され測定気体中の硫化物を除去するための挿抜可能な金属フィルタ部と、
導入管から導入される気体を金属体表面に接触させ、気体中の分子の金属体表面への吸
着度合を測定する測定部と、
金属フィルタ部を介して導入された気体の前記測定結果と、金属フィルタ部を介さない
で導入された気体の前記測定結果と、の差分から測定気体中に含まれる硫化物を定量する
計算部と、
を有する硫化物測定装置。
【請求項５】
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前記測定部は、
気体中の分子の金属体表面への吸着度合を表面分極制御法によって検出する表面分極制
御手段を有する請求項４に記載の硫化物測定装置。
【請求項６】
前記測定部は、
気体中の分子の金属体表面への吸着度合を表面プラズモン共鳴測定法によって検出する
ＳＰＲ測定手段を有する請求項４に記載の硫化物測定装置。
【請求項７】
前記測定部は、
気体中の分子の金属体表面への吸着度合を水晶振動子マイクロバランス測定法によって
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検出するＱＣＭ測定手段を有する請求項４に記載の硫化物測定装置。
【請求項８】
気中に含まれる硫化物を測定する装置であって、
測定気体を後記第一測定部に導入するための第一導入管と、
第一導入管に配置され測定気体中の硫化物を除去するための金属フィルタ部と、
第一導入管から導入される気体を金属体表面に接触させ、気体分子の金属体表面への吸
着度合を測定する第一測定部と、
前記測定気体を後記第二測定部に導入するための第二導入管と、
第二導入管から導入される気体をそのまま金属体表面に接触させ、気体中の分子の金属
体表面への吸着度合を測定する第二測定部と、
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第一測定部の前記測定結果と、第二測定部の前記測定結果と、の差分から測定気体中に
含まれる硫化物を定量する共通計算部と、
を有する硫化物測定装置。
【請求項９】
前記第一測定部及び第二測定部は、
気体中の分子の金属体表面への吸着度合を表面分極制御法によって検出する表面分極制
御手段を有する請求項８に記載の硫化物測定装置。
【請求項１０】
前記第一測定部及び第二測定部は、
金属体表面に吸着された硫化物を表面プラズモン共鳴測定法によって検出するＳＰＲ測
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定手段を有する請求項８に記載の硫化物測定装置。
【請求項１１】
前記第一測定部及び第二測定部は、
金属体表面に吸着された硫化物を水晶振動子マイクロバランス測定法によって検出する
ＱＣＭ測定手段を有する請求項８に記載の硫化物測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、気体中に含まれる硫化物を高感度に検知することのできる硫化物測定方法と
20

その測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
ヒトの嗅覚で不快な匂いとして認識される悪臭物質には、様々な物質が知られている。
家庭内などの生活環境下の代表的な悪臭物質としては、例えば、アンモニア、硫化物、有
機酸、アルデヒド類などが挙げられる。これらの多くは、悪臭防止法において特定悪臭物
質としても指定されている。
【０００３】
硫化物とは、硫黄（Ｓ）及び硫黄よりも陽性側の元素が結合した化合物の総称である。
例えば、メチルメルカプタン、硫化メチル、硫化水素などが該当する。硫化物は、口臭の
原因物質（メチルメルカプタン）として、あるいは食品などの腐敗臭若しくは糞や屁の臭
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気成分の一つ（硫化水素）などとして知られる最も身近な悪臭物質である。また、一部の
硫化物は悪臭の原因物質であるだけでなく、高濃度ではヒトに対して有害な物質でもある
。例えば、硫化水素は、ヒトにおいて５０ｐｐｍ（Ｐａｒｔｓ

Ｐｅｒ

Ｍｉｌｌｉｏｎ

＝１００万分の１）以上の濃度で粘膜に対して刺激性を示し、１０００ｐｐｍ以上の濃度
では致死性を示す。
【０００４】
上記の理由により、環境中の硫化物の濃度を知ることは、快適で安全な生活環境や労働
環境を確保し、それを維持していく上で重要であると考えられる。それゆえ、従来から様
々な硫化物測定装置が市販されている他、特許文献１から３に代表される硫化物や硫黄を
40

検出する方法並びに装置若しくはセンサの発明が開示されている。
【特許文献１】特開平７−４３３５８
【特許文献２】特開２０００−３２５７９０
【特許文献３】特開２００６−２３２５６
【特許文献４】特開２００１−２５５２９６
【非特許文献１】石黒辰吉

監修（１９９７）最新防脱臭技術集成，エヌ・ティー・エス

．
【非特許文献２】Ｊ．Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ

Ｌｏｖｅ，Ｌ．Ａ．Ｅｓｔｒｏｆｆ，Ｊ

．Ｋ．Ｋｒｉｅｂｅｌ，Ｒ．Ｇ．Ｎｕｚｚｏ，Ｇ．Ｍ．Ｗｈｉｔｅｓｉｄｅｓ（２００５
）

Ｓｅｌｆ−Ａｓｓｅｍｂｌｅｄ
ｏｎ

Ｍｅｔａｌｓ

ａｓ

ａ

Ｍｏｎｏｌａｙｅｒｓ ｏｆ
Ｆｏｒｍ

ｏｆ

Ｔｈｉｏｌａｔｅｓ

Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，
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Ｒｅｖｉｅｗ，１０５：１１０３−１１６９．

【非特許文献３】永田和宏，半田宏編（１９９８）生体物質相互作用のリアルタイム解析
実験法，シュプリンガー・フェアラーク東京．
【非特許文献４】森泉豊榮，中本高道，（１９９７）センサ工学，昭晃堂．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかし、上記発明を含めた従来の一般用硫化物測定装置を用いた場合、その多くは硫化
物濃度の検出限界が０．０５ｐｐｍであり、比較的高感度な装置であったとしても１ｐｐ
ｂ（Ｐａｒｔｓ

Ｐｅｒ

Ｂｉｌｌｉｏｎ＝１０億分の１）が限界であった。ところが、
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ヒトの嗅覚による硫化物の濃度の検出限界は、例えば、メチルメルカプタンの場合で約１
００ｐｐｔ（Ｐａｒｔｓ

Ｐｅｒ

Ｔｒｉｌｌｉｏｎ＝１兆分の１）といわれており（非

特許文献１）、既存の一般用硫化物測定装置のそれを凌駕している。つまり、従来の一般
用硫化物測定器ではヒトが感知可能な濃度の硫化物を検出できない可能性があるという問
題があった。
【０００６】
本発明が解決しようとする課題は、ヒトの硫化物検出感度に匹敵する超高感度な硫化物
測定方法、及びその方法を用いた一般用硫化物測定装置を開発し、上記問題を解決するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
上記課題を解決するために、本発明者らは、硫化物が有する金属への高吸着性を利用し
て気体中に存在する硫化物の検出感度を飛躍的に高める測定方法を開発した。また、金属
フィルタを用いることで高精度かつ安定した測定結果を得ることに成功した。本願に記載
する以下の発明は、かかる研究開発に基づいて完成されたものであり、上記課題を解決す
るための手段として提供するものである。
【０００８】
第１の発明は、測定気体中の硫化物を金属フィルタによって除去し、硫化物除去済気体
とする硫化物除去工程と、硫化物除去済気体を金属体表面に接触させ、表面分極制御法に
よって硫化物除去済気体中の分子の金属体表面に対する吸着度合を測定するバックグラウ

30

ンド測定工程と、前記測定気体中の硫化物を除去しない硫化物除去未了気体を金属体表面
に接触させ、表面分極制御法によって硫化物除去未了気体中の分子の金属体表面に対する
吸着度合を測定する全気体測定工程と、全気体測定工程によって測定された硫化物除去未
了気体中の分子の吸着度合と、バックグラウンド測定工程によって測定された硫化物除去
済気体中の分子の吸着度合と、の差分から前記測定気体中に含まれる硫化物を定量する硫
化物定量工程と、からなる硫化物測定方法を提供する。
【０００９】
第２の発明は、前記表面分極制御法に代えて表面プラズモン共鳴測定法を用いた前記第
１の発明に記載の硫化物測定方法を提供する。
【００１０】
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第３の発明は、前記表面分極制御法に代えて水晶振動子マイクロバランス法を用いた前
記第１の発明に記載の硫化物測定方法を提供する。
【００１１】
第４の発明は、気中に含まれる硫化物を測定する装置であって、測定気体を後記測定部
に導入するための導入管と、導入管に配置され測定気体中の硫化物を除去するための挿抜
可能な金属フィルタ部と、導入管から導入される気体を金属体表面に接触させ、気体中の
分子の金属体表面への吸着度合を測定する測定部と、金属フィルタ部を介して導入された
気体の前記測定結果と、金属フィルタ部を介さないで導入された気体の前記測定結果と、
の差分から測定気体中に含まれる硫化物を定量する計算部と、を有する硫化物測定装置を
提供する。
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【００１２】
第５の発明は、前記測定部が、気体中の分子の金属体表面への吸着度合を表面分極制御
法によって検出する表面分極制御手段を有する前記第４の発明に記載の硫化物測定装置を
提供する。
【００１３】
第６の発明は、前記測定部が、気体中の分子の金属体表面への吸着度合を表面プラズモ
ン共鳴測定法によって検出するＳＰＲ測定手段を有する前記第４の発明に記載の硫化物測
定装置を提供する。
【００１４】
第７の発明は、前記測定部が、気体中の分子の金属体表面への吸着度合を水晶振動子マ

10

イクロバランス測定法によって検出するＱＣＭ測定手段を有する前記第４の発明に記載の
硫化物測定装置を提供する。
【００１５】
第８の発明は、気中に含まれる硫化物を測定する装置であって、測定気体を後記第一測
定部に導入するための第一導入管と、第一導入管に配置され測定気体中の硫化物を除去す
るための金属フィルタ部と、第一導入管から導入される気体を金属体表面に接触させ、気
体分子の金属体表面への吸着度合を測定する第一測定部と、前記測定気体を後記第二測定
部に導入するための第二導入管と、第二導入管から導入される気体をそのまま金属体表面
に接触させ、気体中の分子の金属体表面への吸着度合を測定する第二測定部と、第一測定
部の前記測定結果と、第二測定部の前記測定結果と、の差分から測定気体中に含まれる硫
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化物を定量する共通計算部と、を有する硫化物測定装置を提供する。
【００１６】
第９の発明は、前記第一測定部及び第二測定部が、気体中の分子の金属体表面への吸着
度合を表面分極制御法によって検出する表面分極制御手段を有する前記第８の発明に記載
の硫化物測定装置を提供する。
【００１７】
第１０の発明は、前記第一測定部及び第二測定部が、金属体表面に吸着された硫化物を
表面プラズモン共鳴測定法によって検出するＳＰＲ測定手段を有する前記第８の発明に記
載の硫化物測定装置を提供する。
【００１８】
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第１１の発明は、前記第一測定部及び第二測定部が、金属体表面に吸着された硫化物を
水晶振動子マイクロバランス測定法によって検出するＱＣＭ測定手段を有する前記第８の
発明に記載の硫化物測定装置を提供する。
【発明の効果】
【００１９】
本発明の硫化物測定方法によれば、硫化物の濃度が数〜数１０ｐｐｔであってもその検
出が可能となる。これによって、ヒトの嗅覚による硫化物検出感度に匹敵する若しくはそ
れを上回る検出感度を有する硫化物測定装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
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以下に、図を用いて前記各発明を実施するための最良の形態を説明する。ただし、本発
明はこれらの実施の形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲にお
いて、種々なる様態で実施し得る。
【００２１】
なお、実施形態１は主に請求項１から３に関するものである。また、実施形態２は主に
請求項４から７に関するものである。さらに、実施形態３は主に請求項８から１１に関す
るものである。
【００２２】
<<実施形態１>>
【００２３】
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<実施形態１：概要>
実施形態１は、硫化物測定方法に関する。本実施形態の硫化物測定方法は、硫化物が金
属に対して高吸着性を有する性質を利用した方法である。すなわち、本実施形態の方法は
、まず、測定気体中に含まれる硫化物を金属フィルタによって除去した硫化物除去済気体
と、当該処理を行わない硫化物除去未了気体について、それぞれに含まれる分子の金属体
表面への吸着度合を表面分極制御法、表面プラズモン共鳴測定法、若しくは水晶振動子マ
イクロバランス法によって測定する。そして、前記二つの気体の測定値の差分から測定気
体中の硫化物を定量する方法である。本実施形態の硫化物測定方法によれば、ヒトの嗅覚
の検出感度に匹敵する、若しくはそれを上回るレベルで気中の硫化物を検出することがで
10

きる。
【００２４】
<実施形態１：構成>
図１は本実施形態における硫化物測定方法の各工程のフローチャートの一例である。こ
の図で示すように、本実施形態の硫化物測定方法は、硫化物を除去した気体を測定する硫
化物除去済気体測定工程（Ｓ０１０１）、硫化物を除去しない気体を測定する全気体測定
工程（Ｓ０１０２）、及び前記両工程で得られた測定値の差分を得る硫化物定量工程（Ｓ
０１０３）の３工程から構成されている。以下、それぞれの工程について説明をする。
【００２５】
（（硫化物除去済気体測定工程））
【００２６】
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「硫化物除去済気体測定工程」（Ｓ０１０１）とは、測定気体から硫化物除去済気体を
得た後、当該気体中に含まれる分子の金属体表面に対する吸着度合を測定する工程である
。硫化物除去済気体測定工程は、さらに、硫化物除去工程（Ｓ０１０４）、それに続くバ
ックグラウンド測定工程（Ｓ０１０５）とに細分することができる。以下、これら二つの
工程について説明をする。
【００２７】
（硫化物除去工程）
【００２８】
Ｉ．定義
【００２９】

30

「硫化物除去工程」（Ｓ０１０４）とは、測定気体中の硫化物を金属フィルタによって
除去し、硫化物除去済気体を得る工程である。
【００３０】
「測定気体」とは、本実施形態の硫化物測定方法によって測定される対象の気体をいう
。
【００３１】
「硫化物」とは、前記「背景技術」で述べた通りである。本願でいう硫化物は、それら
の中でも常温下で気体状態、若しくはエアロゾル状態のものを指す。本願は気中の硫化物
を測定する方法、又は装置だからである。常温下で気体状態、若しくはエアロゾル状態の
硫化物としては、例えば、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチルな
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どが挙げられる。
【００３２】
「金属フィルタ」とは、金属製のフィルタ、表面の全部又は一部が金属で構成されるフ
ィルタ、若しくは硫化物を吸着可能な金属塩からなるフィルタをいう。
【００３３】
「硫化物除去済気体」とは、前記金属フィルタを通すことによって得られる気体であっ
て、測定気体中に含まれる硫化物を除去した気体をいう。
【００３４】
ＩＩ．当該工程の目的と各構成要件について
【００３５】
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硫化物除去工程の目的は、測定気体中から硫化物を除去した硫化物除去済気体を得るこ
とである。硫化物は金属に対して高吸着性を有する。そこで、硫化物除去工程では、当該
性質を利用して、測定気体を金属フィルタに通すことにより測定気体中の硫化物を吸着除
去し、その目的を達成する。
【００３６】
当該金属フィルタの金属種については特に限定しない。前述のように、硫化物はいずれ
の金属に対しても高吸着性を有することが知られているからである。例えば、硫化物の一
つであるチオール（メルカプタン：Ｒ−ＳＨ、Ｒはアルキル基）と金（Ａｕ）との吸着エ
ネルギーは、２０９ｋＪ／ｍｏｌと言われている（非特許文献２）。
【００３７】
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金属フィルタは、それを構成する全てが金属製である必要はなく、金属原子がフィルタ
表面に露呈した状態であればよい。当該金属フィルタは、通過する測定気体中の硫化物を
その表面で吸着するからである。したがって、フィルタの全部又は一部の表面が金属で被
覆されていれば足りる。例えば、芯部がポリ塩化ビニルで、その表面に金属が蒸着されて
いる場合などが挙げられる。また、金属フィルタは硫化物と吸着可能な金属塩の状態であ
ってもよい。
【００３８】
金属フィルタの構造は、広い金属表面積を有するものが好ましい。例えば、金属繊維の
ウール状構造や、金属繊維で構成された金属膜の複層構造、若しくは粒子状構造などが挙
げられる。当該金属フィルタを通過する測定気体が金属表面に十分に接触できるようにす
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るためである。
【００３９】
金属フィルタが測定気体中に含まれる硫化物を十分吸着するためには、所定の表面積を
有していればよい。一例を挙げれば、測定気体中の硫化物濃度が０．１ｐｐｍ以下の場合
には、スチール製ウール（直径約１００μｍ）を直径１ｃｍ、長さ２ｃｍの管に充填した
金属フィルタの表面積で、通過する気体中の硫化物をほぼ１００％吸着することができる
。ただし、測定気体中の硫化物の濃度が１００ｐｐｍを越えるような高濃度であると予想
される場合には、上記金属フィルタの金属表面積では硫化物を十分量吸着できない可能性
がある。このような場合には、金属表面積をより大きくするか、あるいは測定気体を金属
フィルタに数回繰り返し通すなどして適宜対応すればよい。
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【００４０】
ところで、室内空気のような一般的な生活環境の気体中には、硫化物以外にも金属への
吸着性を有する物質が存在し得る。しかし、硫化物の金属吸着力に匹敵する物質が存在す
ることは稀である。気体中に存在する硫化物以外の金属吸着性を有する一般的な物質とし
ては、アンモニアや炭化水素（アルコール類、メタン）などが挙げられる。これらの物質
は、測定気体中に比較的高い濃度で存在し得るが、金属に対する吸着力は硫化物のそれに
比べると非常に弱い。例えば、メタンの金（Ａｕ）吸着エネルギーは６．２８ｋＪ／ｍｏ
ｌである。これは、前述のメルカプタンの吸着力の約１／３３しかない。したがって、た
とえ硫化物以外の金属吸着性を有する物質が測定気体中に多量に存在していても、それら
は金属フィルタに僅かしか吸着されず、大部分は金属フィルタを通過する。一方、硫化物
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は測定気体中に微量しか存在しなくても、ほとんどが金属フィルタに吸着される。よって
、硫化物除去済気体とは、測定気体中に含まれるほとんど全ての硫化物と、ごく一部分の
硫化物以外の金属吸着性物質が除去された気体と解することができる。ただし、化学工場
のような特殊な環境下では硫化物に匹敵する高い金属吸着性物質が高い濃度で存在する可
能性がある。そのような特殊な環境下の測定気体では、金属フィルタによって硫化物並び
に硫化物以外の金属吸着性物質のほとんどが除去されてしまう。この場合、本実施形態の
測定方法のみでは測定値に無視できない誤差が生じる可能性がある。したがって、このよ
うな特殊な環境下の気体を測定する場合、本実施形態の方法だけでは精度の高い硫化物測
定は不十分であり、ガスクロマトグラフィー法や他の汎用ガスセンサ測定法との併用が必
要となる。
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【００４１】
（バックグラウンド測定工程）
【００４２】
Ｉ．定義
【００４３】
「バックグラウンド測定工程」（Ｓ０１０５）とは、前記硫化物除去工程で得られた硫
化物除去済気体を金属体表面に接触させ、表面分極制御法、表面プラズモン共鳴測定法、
若しくは水晶振動子マイクロバランス法によって硫化物除去済気体中の分子の金属体表面
に対する吸着度合を測定する工程である。
【００４４】
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「金属体」とは、気体中の金属への吸着性を有する分子をその表面に吸着するものであ
って、少なくともその表面が金属で構成されたものをいう。金属体は、本実施形態におい
て測定気体中に含まれる硫化物などを検出するためのセンサ部に相当する。
【００４５】
「硫化物除去済気体を金属体表面に接触させ」とは、気体を直接金属体表面に触れさせ
るだけでなく、広く気体中に含まれる分子を金属体表面で反応させることを意味する。し
たがって、当該気体との接触が間接的であっても構わない。例えば、硫化物除去済気体を
液体に通し、当該気体中に含まれる分子を液体内に溶解、又は取り込んだ後に、その液体
を金属体表面に直接接触させてもよい。
【００４６】
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「硫化物除去済気体中の分子」とは、硫化物除去済気体中に含まれる様々な物質の分子
をいう。
【００４７】
「硫化物除去済気体中の分子の金属体表面に対する吸着度合」とは、硫化物除去済気体
中に含まれる分子の金属体表面への結合の度合をいう。当該結合の度合は、表面分極制御
法、表面プラズモン共鳴測定法、若しくは水晶振動子マイクロバランス法によって得られ
る測定値として表される。なお、表面分極制御法、表面プラズモン共鳴測定法、水晶振動
子マイクロバランス法については後述する。
【００４８】
ＩＩ．目的と各構成
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【００４９】
バックグラウンド測定工程の目的は、測定気体の基準値を得ることである。当該バック
グラウンド測定工程では、前記硫化物除去工程で得られた硫化物除去済気体を金属体表面
に接触させて、当該気体中に含まれる分子の吸着度合を測定する。その測定値を測定気体
の基準値とする。
【００５０】
前述のように、金属フィルタを通して得られる硫化物除去済気体中には前記金属フィル
タでの吸着を免れた硫化物以外の金属吸着性物質が存在する。このような物質は金属体に
接触することで、それに吸着される。前述の通り、これらの物質の金属吸着力は非常に弱
いため、例え硫化物除去済気体中に多量に存在していても金属体には極僅かしか吸着され
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ない。しかし、これらの物質が硫化物を測定する上で測定誤差の要因となることは否定で
きない。そこで、バックグラウンド測定工程では、硫化物以外の金属体に吸着し得る物質
を考慮するために硫化物除去済気体を測定し、当該測定値を基準値とすることで、この問
題を解決する。
【００５１】
金属体の機能は、硫化物除去済気体及び後述する硫化物除去未了気体に含まれる分子を
金属表面に吸着させることである。当該金属体表面に吸着した分子の度合は、後述する表
面分極制御法、表面プラズモン共鳴測定法、水晶振動子マイクロバランス法のいずれかの
測定方法で測定される。
【００５２】
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金属体の形状は、棒状、板状、薄膜状、ワイヤ状などの場合があり得るが、いずれの形
状にするかは前記測定方法によって定まる。例えば、表面プラズモン共鳴測定法や水晶振
動子マイクロバランス法を用いて測定する場合には、金属体は測定の構造上、薄膜状にす
ることが望ましい。しかし、表面分極制御法を用いて測定する場合には、金属体は棒状、
板状、薄膜状、ワイヤ状のいずれの形状であっても構わない。
【００５３】
金属薄膜や電極として頻用される金属種は、金属体表面に吸着する分子の測定方法によ
って決まっている。例えば、表面プラズモン共鳴測定法の金属薄膜では金（Ａｕ）若しく
は銀（Ａｇ）が、また水晶振動子マイクロバランス法の電極では金（Ａｕ）が一般的に使
用される。しかし、本実施形態の測定対象物である硫化物は、前述のようにいずれの金属
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に対しても非常に高い吸着性を有している。したがって、一般的に使用されている金属種
に捕らわれる必要はなく、いずれの金属種であってもよい。ただし、金属種によっては硫
化物などの結合で腐食が進行する場合がある。そのような金属種を金属体表面に用いるこ
とは硫化物の正確な測定を行う上であまり好ましくない。特に、金属体の再使用を目的と
する場合には、使用回数を追うごとに腐食の進行度が高くなるため都合が悪い。そこで、
金属体表面を構成する金属種は、硫化物の結合に対して腐食しにくく安定性の高い貴金属
であることが好ましい。望ましくは、金属体表面を構成する金属種が、金（Ａｕ）、若し
くは白金（Ｐｔ）で構成されていることである。
【００５４】
金属体表面は、抗体や官能基などで化学修飾されていなくてもよい。本実施形態の硫化
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物測定法は、金属体表面上に直接結合し得る硫化物などの物質を吸着し、それらの物質を
測定することを特徴とするためである。
【００５５】
金属体は、測定の対象とする気体である硫化物除去済気体や硫化物除去未了気体と接触
させるまでは、外気と接触しないようにしておくとよい。測定の対象とする気体に含まれ
る分子以外の分子を測定前に金属体表面に吸着させないためである。金属体表面を外気と
接触させない方法としては、例えば、実施形態２で述べるように金属体が配置される測定
部に密閉可能な気室を設けて金属体を外気から隔離する方法が挙げられる。金属体の気室
内への設置の際に、金属体表面がクリーンな状態にするためには、金属体の設置をクリー
ンルーム内で行うか、あるいは気室内に設置した後にレーザーによる熱等で金属体表面を
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クリーニングするなどして行えばよい。気室内は硫化物除去済気体や硫化物除去未了気体
が導入されるまでは、気室に連結されたバキュームポンプなどを用いて真空状態にするか
、あるいは別途設置されたガスボンベなどから所定のガスをガス導入管を介して気室内に
充填しておけばよい。所定のガスとは、例えば、不活性ガスなどのように金属と直接反応
しないガスをいう。ただし、ベースとなる雰囲気を室内空気などの大気とする場合は、金
属体に対して前記のような厳密性は要求されない。その場合は、大気中で金属体の気室内
への設置を行い、また気室内は大気で充填しておけばよい。大気中に含まれる金属吸着性
の物質は金属体表面に結合し得るが、そのときの応答値をベース、すなわち０値とすれば
よい。
【００５６】
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以下に、表面分極制御法、表面プラズモン共鳴測定法、若しくは水晶振動子マイクロバ
ランス法について説明する。バックグラウンド測定工程ではこれら３つの測定方法のうち
いずれか一を使用すれば足りるが、硫化物をより正確に高い精度で定量するために、これ
らを組み合わせて使用しても構わない。
【００５７】
Ａ．表面分極制御法を用いた金属体表面吸着分子の測定法
【００５８】
「表面分極制御法」とは、電気化学インピーダンス測定法を用いて一の電極表面の表面
分極を動的に制御することで、電極に吸着した物質に関する情報を引き出す測定方法であ
る。すなわち、当該測定方法は、各電極電位の電気化学インピーダンスのパターンから、
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電極に吸着した物質を判別することができる。
【００５９】
（１）測定条件など
表面分極制御法では、従来の電気化学インピーダンス測定法と同様に、作用電極、参照
電極、対極の３つの電極を用いる。作用電極は、本実施形態の金属体に該当するもので、
電極電位を測定し、電気化学インピーダンスを算出するために必要な電極である。また、
参照電極は、作用電極の電位を測定、又は制御するために必要な電極である。そして、対
極は、作用電極との間での通電用の電極である。参照電極と対極は、本実施形態において
金属体に対する補助的な機能を有する。これらの電極は、電極電位を測定する際には電解
液である基準溶液に浸漬される。
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【００６０】
電気化学インピーダンスは、作用電極と参照電極との間の電圧値と、当該電圧とするた
めに作用電極と対極との間に供給される電流値とから算出される。作用電極と参照電極と
の間の電圧を制御するためには、一般にポテンショスタットなどが用いられる。
【００６１】
表面分極制御法では、電極を基準溶液に浸漬して、電極電位を所定の範囲で多段階的に
スイープしながら、各段階で作用電極に所定の周波数で電圧を印加したときの電気化学イ
ンピーダンスを算出する。「所定の範囲」は限定しないが、通常は±１Ｖの範囲内で行う
。「多段階的に」とは、選択した所定の範囲を等圧電位のステップ幅で、という意味であ
る。当該ステップ幅は通常０．０５Ｖで行うが、この値に限定はしない。また、各ステッ
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プで電気化学インピーダンスを測定するための時間が必要である。この時間幅は、通常０
．００１秒以上１０秒以下の範囲で行う。また、「スイープ」とは、電極電位を動的に制
御することをいう。当該スイープを行うためには発振器など用いて前記ポテンショスタッ
トを制御する。スイープは、電極電位を上げる正方向と、それを下げる逆方向のいずれを
行う事もできる。電気化学インピータンス測定時に、それぞれの方向でステップ幅や時間
幅は適宜変えることも可能である。また、作用電極に印加する電圧は、交流周波数で１０
０ｍＨｚ以上１００ｋＨｚ以下の範囲で、交流の振幅は０．１ｍＶ以上１Ｖ以下の範囲で
行えばよい。なお、基準溶液のインピーダンスは、電極のインピーダンスが高い周波数で
は０に収束するという仮定の下で測定を行う。例えば、交流周波数１ｋＨｚ、振幅０．０
１ｍＶ程度の電圧を印加したときに得られるインピーダンスを、溶液のインピーダンスと
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すればよい。
【００６２】
（２）電極の研磨
電極は、測定前に金属表面を研磨するなどして不純物除去をしておくとよい。金属表面
への不純物の付着は、電位測定時に目的外の電流が流れるなどの原因となり、望みの測定
値を得ることができないためである。特に、作用電極を再使用する場合には、当該前処理
を行うことが望ましい。研磨は、電気化学測定において一般的に使用される方法に準ずれ
ばよい。例えば、０．１μｍ径のアルミナ研磨剤で５秒間研磨した後、蒸留水で超音波洗
浄し、さらに表面を窒素ガスでブロー洗浄する方法などが挙げられる
【００６３】
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（３）プリスキャン
測定開始前には電極のインピーダンスを安定化させるために、プリスキャンすることが
好ましい。プリスキャンは、基準溶液内で電極電位を数回、高速でスイープすればよい。
プリスキャンの回数は、通常１０回以上３０回以下の範囲で行えば足りる。また、電極電
圧の範囲は、測定時の範囲よりも１．１から１．５倍程広く設定する。電極表面の電気化
学的洗浄を行うためである。また、高速でスイープすることから各ステップの電位ステッ
プ幅は測定時のそれよりも低くする。例えば、測定時が０．０５Ｖであれば、０．０２Ｖ
で行えばよい。
【００６４】
（４）作用電極表面への分子の吸着方法
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測定対象である気体中に含まれる分子を前記作用電極に吸着させる方法として、以下の
二つの方法がある。
【００６５】
第一の方法は、作用電極を直接気体に接触させて作用させる方法である。この方法では
、作用電極を測定対象の気体に曝露し、気体中の分子を電極表面に吸着させる。曝露する
時間は、通常数秒以上１０分以下で足りる。その後、作用電極を基準溶液に浸漬し、当該
作用電極における電気化学インピーダンスを測定する。この方法は、気相中で金属体表面
に吸着した硫化物などが液相中に移行されても当該吸着を維持できることに基づく。なお
、参照電極と、対極は、予め基準溶液に浸漬しておけばよい。
10

【００６６】
第二の方法は、気体に含まれていた分子を基準溶液中で作用電極に作用させる方法であ
る。この方法では、気体を一旦基準溶液に通して、当該気体中に含まれている分子を基準
溶液中に溶解させる、若しくは取り込む。続いて当該基準溶液に３電極を浸漬させること
で、基準溶液中に取り込んだ分子を作用電極表面に吸着させる。その後に、作用電極にお
ける電気化学インピーダンスを測定する。なお、気体中に含まれる分子を基準溶液内に溶
解、若しくは取り込む方法は、特に限定しない。例えば、単に基準溶液を気体に接触させ
ることで液面から受動的に取り込む方法や、基準溶液中に管を差し込み、当該管より気体
を気泡状に放出して取り込む方法、基準溶液と気体とを撹拌して取り込む方法などが挙げ
られる。

20

【００６７】
（５）プレ測定
測定開始前には、金属吸着性分子を含まない気体を用いてプレ測定を行うとよい。金属
吸着性分子を含まない気体に対する電極のインピーダンスを安定化させるためである。「
金属吸着性分子を含まない気体」とは、例えば、不活性ガスなどが該当する。プレ測定で
得られる電気化学インピーダンスが、±２０Ω程度に安定するまで、前記（２）の電極の
研磨と当該プレ測定とを繰り返すことが好ましい。
【００６８】
（６）試料測定
上記（１）から（５）の手順を必要に応じて行った後、測定対象の気体を作用電極に作
用させて、電気化学インピーダンスの測定を行う。測定は、前記（１）の測定条件に従い

30

、作用電極表面への分子の吸着方法は前記（４）のいずれかの方法を用いて行えばよい。
【００６９】
上記電気化学インピーダンス法は公知の技術であり、表面分極制御法も特許文献４で開
示された公知の方法である。よって、本実施形態で用いる表面分極制御法も基本は特許文
献４に記載の方法などに準じて行えばよい。
【００７０】
Ｂ．表面プラズモン共鳴測定法を用いた金属体表面吸着分子の測定法
【００７１】
「表面プラズモン共鳴測定法」とは、ＳＰＲ法（ｓｕｒｆａｃｅ

ｐｌａｓｍｏｎ

ｒ

ｅｓｏｎａｎｃｅ法）とも呼ばれ、表面プラズモン共鳴現象の共鳴角が金属薄膜表面上の

40

吸着物の屈折率によって変化することを利用して、当該吸着物を高感度に測定する方法で
ある。表面プラズモン共鳴現象とは、金属薄膜へのレーザー光の入射角度の変化に伴って
反射光強度が減衰する現象である。反射光強度が最も減衰した時の角度を共鳴角と呼ぶ。
【００７２】
図９を用いて、表面プラズモン共鳴測定法の原理を説明する。この図の（ａ）は実施形
態２で詳述する表面プラズモン共鳴手段の構成の一例である。プリズム（０９０５）上、
若しくは図示しないガラス板上に蒸着された金属薄膜（０９０２）の裏面に光源（０９０
３）からレーザーなどの光（０９０８）を照射すると、光が全反射をすると同時に金属薄
膜でエバネッセント波（ｅｖａｎｅｓｃｅｎｔ

ｗａｖｅ）（図示せず）が発生する。こ

のとき、金属薄膜表面側では表面プラズモン（図示せず）が発生する。このエバネッセン
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ト波と表面プラズモンのそれぞれの波数・周波数が一致した際、共鳴により光子エネルギ
ーが表面プラズモンの電子を励起するために消費される。そのため、光の入射角を変化さ
せると、ある入射角で反射光が減衰する現象が生じる。前述のように入射光強度に対する
反射光強度の比率である反射率が最小となる時の入射角を共鳴角といい、この角度は金属
薄膜表面で生じる物質間の相互作用によって影響される。図９（ｂ）で共鳴角の変化につ
いて例を示して説明する。金属薄膜表面上の物質の吸着の有無は、その前後の共鳴角度θ
の変化として捕らえることができる。例えば、金薄膜表面に何も吸着していない状態の共
鳴角度をθ０とする時、金属薄膜が硫化物をはじめとする金属吸着性の分子をその表面に
吸着した状態では共鳴角度がθ１に変化する。この場合、θ１とθ０との差であるΔθの
値の変化を見ることにより、金属薄膜がその表面にどれほどの分子を吸着したのかを測定

10

することが可能となる。
【００７３】
（１）前処理
【００７４】
通常のＳＰＲ測定方法は、液相中で金属薄膜に吸着した分子に対して行われる。それゆ
え、測定前に硫化物除去済気体若しくは硫化物除去未了気体と、キャリア溶液とを混合す
る処理を行う。気体中に含まれる金属吸着性分子をキャリア溶液内に溶解する若しくは取
り込むためである。キャリア溶液は、水などを用いればよい。
【００７５】
当該混合の方法は、気体中に含まれる金属吸着性分子を十分にキャリア溶液内に溶解す

20

る、若しくは取り込むことができる方法であれば特に限定はしない。例えば、図９（ａ）
で示すように、導入管の一の端部をキャリア溶液中に浸漬し、測定部に導入される気体を
当該導入管端部から気泡としてキャリア溶液に通すようにする方法や、気体とキャリア溶
液を撹拌する方法、あるいは単に気体とキャリア溶液とを接触させて液面から受動的に取
り込む方法などが挙げられる。
【００７６】
（２）測定条件など（液相中での測定を前提とするＳＰＲ測定装置を使用する場合）
・ＳＰＲ測定装置：

市販の装置が利用できる。フローシステム採用のＳＰＲ測

定装置が便利である。
・測定温度は２５℃±１℃、キャリア溶液の導入量は５０μl以上４００μl以下
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の範囲内であれば足りる。フローシステム採用の機種を使用する場合、流速、及び流通時
間は導入量などに応じて適宜定めればよい。例えば、２００μlを導入する場合であれば
、流速１５μl／ｍｉｎで約１４分間流すとよい。ただし、上記は一例であって、この数
値などに限定はされない。
・なお、ＳＰＲの測定については、ＳＰＲ測定装置に付属のマニュアルなどに従
って行えばよい。
【００７７】
上記表面プラズモン共鳴測定法は公知の方法であり、本実施形態で用いる表面プラズモ
ン共鳴測定法も非特許文献３に記載の方法などに準じて行えばよい。
40

【００７８】
Ｃ．水晶振動子マイクロバランス法を用いた金属体表面吸着分子の測定法
【００７９】
「水晶振動子マイクロバランス法」とは、ＱＣＭ法（ｑｕａｒｔｚ

ｃｒｙｓｔａｌ

ｍｉｃｒｏｂａｌａｎｃｅ法）とも呼ばれ、水晶振動子に取り付けた電極表面への物質が
吸着するとその質量に応じて水晶振動子の共振周波数が減少する現象を利用して、共振周
波数の変化量によって極微量な吸着物を定量的に捕らえる質量測定方法である。
【００８０】
ＱＣＭ法における吸着物の質量測定は、Ｓａｕｅｒｂｒｅｙの式に基づいて行う。当該
方法によれば、単原子層レベルで電極に吸着した物質の質量をナノグラムレベルで測定す
ることができる。
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【００８１】
上記水晶振動子マイクロバランス法は公知の方法であり、本実施形態で用いる水晶振動
子マイクロバランス法も非特許文献４に記載の方法などに準じて行えばよい。
【００８２】
（（全気体測定工程））
【００８３】
Ｉ．定義
【００８４】
「全気体測定工程」（Ｓ０１０２）とは、硫化物除去未了気体を金属体表面に接触させ
、表面分極制御法、若しくは表面プラズモン共鳴測定法、若しくは水晶振動子マイクロバ

10

ランス法によって硫化物除去未了気体中の分子の金属体表面に対する吸着度合を測定する
工程である。
【００８５】
「硫化物除去未了気体」とは、前記硫化物除去工程を経ていない測定気体である。すな
わち、これは測定気体そのものを意味する。ただし、本実施形態の金属フィルタによる硫
化物除去処理以外の測定前処理を別に行う場合には、この限りではない。
【００８６】
「硫化物除去未了気体を金属体表面に接触させ」とは、前記バックグラウンド測定工程
の場合と同様に、気体（この場合は硫化物除去未了気体）を直接金属体表面に触れさせる
だけでなく、広く気体中に含まれる分子を金属体表面で反応させることを意味する。

20

【００８７】
「硫化物除去未了気体中の分子の金属体表面に対する吸着度合」とは、硫化物除去未了
気体中に含まれる分子の金属体表面への結合の度合をいう。当該結合の度合は、表面分極
制御法、表面プラズモン共鳴測定法、若しくは水晶振動子マイクロバランス法によって得
られる測定値として表される。
【００８８】
ＩＩ．目的と各構成
【００８９】
全気体測定工程の目的は、硫化物除去未了気体中に含まれる分子の金属体表面への吸着
度合を測定値として測定することである。全気体測定工程では、硫化物除去未了気体を金
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属体表面に接触させて、当該気体中に含まれる金属体表面に吸着可能な分子の吸着度合を
測定する。
【００９０】
硫化物除去未了気体は、硫化物除去済気体と異なり、硫化物に関しての除去処理が行わ
れていない。つまり、当該気体中には、硫化物並びに硫化物以外の金属吸着性を有する物
質が存在し得る。硫化物除去工程で述べたように、一般的な生活環境下の気体中では、硫
化物の金属吸着エネルギーに匹敵する物質の存在は稀である。したがって、たとえ硫化物
除去未了気体中に硫化物以外の金属吸着性を有する物質が多量に存在していても金属体に
は僅かしか吸着されない。一方、硫化物は測定気体中に微量しか存在しなくても、そのほ
とんどが金属体に吸着される。よって、全気体測定工程では、金属体に吸着される物質、

40

すなわち、硫化物除去未了気体中に含まれるほとんどの硫化物と、ごく一部分の硫化物以
外の金属吸着性を有する物質についての測定値を得ることができる。
【００９１】
全気体測定工程と前記バックグラウンド測定工程の工程内容については、一の相違点を
除き原則として同一である。当該相違点とは、測定の対象となる金属体表面に接触させる
気体である。つまり、全気体測定工程において金属体表面に接触させる気体が硫化物除去
済気体ではなく、硫化物除去未了気体であることを除けば、両工程は同一条件下で処理さ
れる。例えば、金属体表面の分子の吸着度合を測定する方法についても測定する気体以外
は、同一の測定方法、同一の測定条件を用いる。
【００９２】
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（（硫化物定量工程））
【００９３】
Ｉ．定義
【００９４】
「硫化物定量工程」（Ｓ０１０３）とは、全気体測定工程によって測定された硫化物除
去未了気体中の分子の吸着度合と、バックグラウンド測定工程によって測定された硫化物
除去済気体中の分子の吸着度合との差分から前記測定気体中に含まれる硫化物を定量する
工程である。
【００９５】
ＩＩ．目的と各構成

10

【００９６】
硫化物定量工程の目的は、測定気体中に含まれる硫化物を定量することである。当該定
量は、硫化物の相対量、若しくは絶対量のいずれであってもよい。
【００９７】
硫化物定量工程における測定気体中の硫化物の定量方法について以下で説明をする。ま
ず、バックグラウンド測定工程において得られる硫化物除去済気体中の分子の吸着度合を
表す測定値を「Ｖ０」で、全気体測定において得られる硫化物除去未了気体中の分子の吸
着度合を表す測定値を「Ｖ１」で表す。ここで、「Ｖ０」は、硫化物除去済気体中に含ま
れる硫化物以外の金属吸着性物質、すなわち金属フィルタに吸着されなかった硫化物以外
の金属吸着性物質に対する応答値と解することができる。また、「Ｖ１」は、硫化物除去

20

未了気体中に含まれる硫化物及び硫化物以外の金属吸着性物質に対する応答値と解するこ
とができる。ところで、一般的な生活環境下の気体中に存在する硫化物以外の金属吸着性
物質は、金属に対する吸着性が非常に弱いことから多量に存在していても金属に僅かしか
吸着しないことは前述したとおりである。それゆえ、硫化物除去済気体中の硫化物以外の
金属吸着性物質による応答値と、硫化物除去未了気体中の硫化物以外の金属吸着性物質に
よる応答値はいずれも非常に小さく、その差はほとんどないと解することができる。した
がって、Ｖ０とＶ１との差分値（以下「Ｖｘ」で表す。）を求めることにより、測定気体
中に含まれる硫化物を定量することができる。
【００９８】
Ｖｘは、下記式1又は２のいずれの式で求めてもよいが、後述する検量線を使用する場
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合や複数の測定気体中に含まれる硫化物の相対量を求める場合には、同一式の下で求めた
値を使用する。
Ｖｘ＝Ｖ１−Ｖ０・・・・・・・・・・・・・・・・（式１）
Ｖｘ＝Ｖ０−Ｖ１・・・・・・・・・・・・・・・・（式２）
Ｖｘは、測定気体中の硫化物の指数に相当する。さらに、測定気体中の硫化物の濃度を
定量する場合には、予め定められた検量線からＶｘに相当する硫化物濃度を得ればよい。
なお、検量線は、当該Ｖｘを求める際に使用した測定方法と同一の方法によって、複数の
既知濃度の硫化物を含む測定気体について測定された標準差分値とそのときの硫化物の濃
度との関係から作製される。
【００９９】
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硫化物定量工程は、コンピュータなどの計算機に前記一連の定量方法を実行させるため
のプログラム（硫化物定量プログラム）として実行することもできる。この場合、硫化物
定量工程は、計算機で当該プログラムによって実行される。また、当該プログラムは、計
算機によって読み取り可能な記録媒体に記録することができる。
【０１００】
<実施形態１：処理の流れ>
本実施形態の処理の流れは、図１から図３で示す３つのパターンがある。いずれの場合
も、硫化物除去済気体測定工程（Ｓ０１０１／Ｓ０２０２／Ｓ０３０１）、全気体測定工
程（Ｓ０１０２／Ｓ０２０１／Ｓ０３０２）、硫化物定量工程（Ｓ０１０３／Ｓ０２０３
／Ｓ０３０３）の３工程によって構成されている。また、硫化物除去済気体測定工程は、
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さらに硫化物除去工程（Ｓ０１０４／Ｓ０２０４／Ｓ０３０４）と、それに続くバックグ
ラウンド測定工程（Ｓ０１０５／Ｓ０２０５／Ｓ０３０５）で構成されている。以下、そ
れぞれのパターンについて説明する。
【０１０１】
第１のパターンは、図１に示す処理の流れのパターンである。このパターンは、まず、
硫化物除去済気体測定工程（Ｓ０１０１）を行い、次に、全気体測定工程（Ｓ０１０２）
を行い、最後に硫化物定量工程（Ｓ０１０３）を行うというものである。
【０１０２】
第２のパターンは、図２に示す処理の流れのパターンである。このパターンは、まず、
全気体測定工程（Ｓ０２０１）を行う。次に、硫化物除去済気体測定工程（Ｓ０２０２）
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を行い、最後に硫化物定量工程（Ｓ０２０３）を行うというものである。
【０１０３】
第３のパターンは、図３に示す処理の流れのパターンである。このパターンでは、硫化
物除去済気体測定工程（Ｓ０３０１）と全気体測定工程（Ｓ０３０２）とがそれぞれ独立
している。両工程は、いずれが先に行なわれても、あるいは同時に行われても構わない。
最後に硫化物定量工程（Ｓ０３０３）を行うというものである。
【０１０４】
以上のいずれかの処理の流れによって、本実施形態の硫化物測定方法による気中の硫化
物の測定を達成することができる。
【０１０５】
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ところで、硫化物除去済気体測定工程（Ｓ０１０１／Ｓ０２０２／Ｓ０３０１）は、測
定気体中の硫化物を高感度に定量するために、測定基準値を得ることを目的としている。
しかし、測定気体によっては当該測定基準値を得る必要がない場合もある。例えば、測定
気体中に硫化物以外の金属吸着性物質が存在しないことが明白であり、単にその気体中の
硫化物の濃度のみを測定する場合などが挙げられる。そこで、測定気体の測定基準値を得
る必要がない場合に限り、例外的に、上記いずれのパターンにおいても硫化物除去済気体
測定工程を省略することができるものとする。
【０１０６】
<実施形態１：効果>
本実施形態の硫化物測定方法によれば、後述する実施例のように、気中の硫化物の濃度
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が数ｐｐｔ〜数１０ｐｐｔであっても検出することができる。これは、ヒトの嗅覚による
硫化物の検出限界に匹敵する、若しくはそれを上回る値である。
【０１０７】
<<実施形態２>>
【０１０８】
<実施形態２：概要>
本実施形態は、実施形態１の硫化物測定方法を用いた硫化物測定装置に関する。本実施
形態の硫化物測定装置によれば、ヒトの嗅覚による硫化物検出感度に匹敵する、若しくは
それを上回る検出感度を有する硫化物測定装置を提供することができる。
【０１０９】
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<実施形態２：構成>
図４は本実施形態における硫化物測定装置の構成図の一例である。この図で示すように
、本実施形態の硫化物測定装置は、気中に含まれる硫化物を測定する装置であって導入管
（０４０１）、金属フィルタ部（０４０２）、測定部（０４０３）、計算部（０４０４）
とから構成されている。以下、それぞれの構成要件について、詳細に説明をする。
【０１１０】
（導入管）
【０１１１】
「導入管」（０４０１）は、測定気体を後述する測定部に導入するように構成されてい
る。
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【０１１２】
導入管の材質は、少なくとも硫化物除去未了気体を測定部に導入する場合には、気体と
直接接する部分が金属以外の材質である必要がある。金属にした場合、導入管を通過する
過程で測定気体中に含まれる硫化物が吸着されてしまうからである。導入管の材質として
は、フッ素樹脂、あるいは、少なくとも管内壁面をフッ素樹脂などの合成樹脂で被覆した
金属、ガラス（強化ガラス若しくは管外壁面を合成樹脂などで被覆したものが好ましい）
などが挙げられる。
【０１１３】
導入管の長さ、管内径については、それを配置する硫化物測定装置（特に測定部）のサ
イズ、当該硫化物測定装置の使用場所などに応じて適宜定める。例えば、屋内の気中の硫

10

化物を測定することを目的とする設置タイプの硫化物測定装置であれば、後述の金属フィ
ルタ部が配置可能な程度の長さであって、かつ内径が数ｃｍの導入管にすればよい。また
、排水管内部を測定する場合のように局所的な気中の硫化物を測定することを目的とする
携帯型の硫化物測定装置であれば、測定する箇所に到達可能な程度の長さであって、かつ
内径が１ｃｍ以下の小径の導入管にすればよい。さらに、導入管の内径は一定である必要
はない。例えば、導入管の一部が肥大して気室状となっていてもよい。このような構造は
、その気室内部に金属フィルタを充填し、金属フィルタ部を形成させる時などに便利であ
る。
【０１１４】
導入管の機能は、測定気体を他の気体から隔離して、測定部へと導くことである。また
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、その間に、測定気体に対して処理を行う場を提供することである。本実施形態の導入管
は、金属フィルタ部を配置することで硫化物除去済気体を得るための場を提供できる。
【０１１５】
一の測定部に測定気体を導入する導入管の数は１本若しくは２本あれば足りるが、特に
限定はしない。例えば、測定部に必要量の測定気体を短時間で導入するために、３本以上
あっても構わない。
【０１１６】
導入管は、着脱可能にしてもよい。着脱可能な導入管の例としては、図６で示すような
、スクリューネジ式導入管が挙げられる。（ａ）は金属フィルタ部が配置された導入管を
測定部にネジ込んで装着した状態、（ｂ）はその導入管を取り外した状態を示している。
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このような形態によれば、金属フィルタ部を導入管ごと挿抜可能とできるため便利である
。
【０１１７】
導入管は、内部に配置される弁、弁の開閉を制御する弁制御手段などを有していてもよ
い。当該弁は、後述する測定部における気室の気密性を保持したり、複数の導入管を有す
る場合に所定の導入管からのみ気体の導入を許可し、他の導入管からの気体の流入は遮蔽
するといった機能を有する。弁制御手段による弁の開閉は、コンピュータなどの計算機に
よって実行させることもできる。それらの制御は、当該計算機に予め記録された弁開閉プ
ログラムを実行することで実現できる。
【０１１８】
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（金属フィルタ部）
【０１１９】
「金属フィルタ部」（０４０２）は、測定気体中の硫化物を除去するための前記実施形
態１の金属フィルタを有するように構成されている。金属フィルタ部は、実施形態１の硫
化物除去工程を実行する部である。
【０１２０】
金属フィルタ部は、導入管に挿抜可能なように配置されている。ここでいう「挿抜可能
」とは、図５で示すように、金属フィルタ部（０５０１）を一の導入管内に装着したり（
ａ）、導入管内から取り外したり（ｂ）するだけでなく、広く金属フィルタ部を介する気
体（硫化物除去済気体）と介さない気体（硫化物除去未了気体）とを別個に得ることが可
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能なことをいう。例えば、前記図６で示したように、金属フィルタ部（０６０１）が配置
された導入管が測定部に着脱可能な場合や、図７で示すように金属フィルタ部を有する導
入管（０７０１）と有さない導入管（０７０５）の複数の導入管が測定部に配置された場
合なども含む。
【０１２１】
金属フィルタ部は、導入管内に挿抜可能なように配置されていれば一の導入管内に複数
配置されていてもよい。複数配置することで、測定気体中の硫化物をより確実に除去でき
るからである。この場合、一の導入管に配置される各金属フィルタ部は、必ずしも同一で
ある必要はない。異なる種類の金属フィルタを配置した導入管を組み合わせることで、測
定気体中の硫化物の除去率を高めることができるからである。

10

【０１２２】
図５で示したように、金属フィルタ部を導入管に装着したり、あるいはそれを取り外し
た代わりに連結用の導入管を装着したりする切換が自動でできるようにすると便利である
。金属フィルタ部は、このような切換を制御する金属フィルタ着脱制御手段をさらに有し
ていてもよい。金属フィルタ着脱制御手段による金属フィルタの着脱は、コンピュータな
どの計算機によって実行させることもできる。例えば、当該計算機のＣＰＵが、不揮発性
メモリに予め記録された硫化物測定プログラムを順次実行することで実現できる。
【０１２３】
（測定部）
【０１２４】
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「測定部」（０４０３）は、気体中の分子の検出手段である金属体（０４０５）を配置
した測定セル（０４０６）、並びに当該金属体表面に吸着した分子を測定する吸着分子測
定手段（０４０７）から構成されている。測定部は、前記実施形態１のバックグラウンド
測定工程及び全気体測定工程を実行する部である。
【０１２５】
「測定セル」（０４０６）とは、気体を金属体表面に接触させるための場であり、同時
に金属体表面に吸着された分子を検出する場である。気体を保持する気室と金属体の他、
吸着分子測定手段に応じて必要な各種検出器、必要な基準溶液などの液体によって構成さ
れている。
【０１２６】
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「吸着分子測定手段」（０４０７）とは、金属体表面に吸着された分子の吸着度合を測
定するための手段である。具体例としては、後述する表面分極制御手段、ＳＰＲ測定手段
、ＱＣＭ測定手段、若しくはそれらの組合せが挙げられる。ただし、当該吸着度合を測定
できる手段であればよく、これらの手段に限定はされない。
【０１２７】
測定部の機能は、導入管から導入される気体を直接的に、あるいは間接的に金属体表面
に接触させた後、金属体表面の分子の吸着度合を測定することである。
【０１２８】
前記気室内への気体の導入は、迅速かつ確実に導入するために能動的方法によって行う
ことが好ましい。また、前記金属フィルタ部は測定部への気体導入の障害になり得るが、
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気体を能動的に導入すれば、この問題も解決できる。気体の能動的な導入方法としては、
例えば、導入管内に配置された送風機を用いて前記気室内へ気体を送風する方法や、バキ
ューム手段やポンプ手段（以下「バキューム手段など」とする。）を用いて気室内を陰圧
状態にする方法が挙げられる。後者の場合には気室内の気圧は、レギュレータなどの気圧
調節装置を用いて調節すればよい。例えば、気室内の気体の導入及び排気を実行するため
のプログラムを計算機に実行させ、当該計算機によりバキューム手段などとレギュレータ
の動作を制御することで、気室内の気圧を調節し、測定処理に応じて気室内への吸気、脱
気を実行できる。
【０１２９】
以下で、測定部における吸着分子測定手段の例である、表面分極制御手段、ＳＰＲ測定
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手段、ＱＣＭ測定手段について説明をする。
【０１３０】
Ａ．表面分極制御手段
【０１３１】
「表面分極制御手段」とは、気体中の分子の金属体表面への吸着度合を表面分極制御法
によって検出するように構成されている。
【０１３２】
表面分極制御手段の構成は、特許文献４に開示された装置と同様である。すなわち、公
知の電気化学インピーダンス測定装置と作用電極の電位値を複数の値に順次遷移させるた
め発振器とを組み合わせた構成を有する。より具体的には、表面分極制御手段は、図８で
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示すように、電極器（０８０１）と、電流制御器（０８０２）と、遷移制御器（０８０３
）と、電気化学インピーダンス解析器（０８０４）とで構成されている。
【０１３３】
電極器（０８０１）は、いわゆる電気化学測定に用いられる３電極である、作用電極
（０８０５）、参照電極（０８０６）、対極（０８０７）とから構成される。このうち作
用電極（０８０５）が本実施形態の実質的な金属体に該当するが、参照電極や対極も化学
インピーダンスを得る上で必要であり、補助金属体と解することができる。各電極の金属
種は同一である必要はない。例えば、一の電極器内で作用電極が金（Ａｕ）、参照電極が
飽和ＫＣｌ溶液に浸漬された銀塩化銀電極（Ａｇ／ＡｇＣｌ）、対極が白金黒（Ｐｔ−Ｐ
ｔ）であっても構わない。また、本測定手段の電位測定は、液相中で行われる。したがっ
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て、電極器は電位測定時には少なくとも３電極を浸漬可能な基準溶液（０８０８）を必要
とする。基準溶液は電解液であればよく、例えば、１００ｍＭ

ＫＣｌ溶液が利用できる

。なお、図８では、作用電極が気相中に曝露され、その後に矢印で示す基準溶液中に浸漬
する方法を示しているが、実施形態１で述べたように作用電極は測定前から基準溶液中に
浸漬された状態であっても構わない。
【０１３４】
電流制御器（０８０２）は、前記電極器の参照電極に対する作用電極の電極電位を所
定の電位値とするために必要な電流を流す機能を有する。具体的な例としては、ポテンシ
ョスタットが該当する。なお、当該電流制御器は、次の遷移制御器（０８０３）によって
その電流の出力を制御されている。
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【０１３５】
遷移制御器（０８０３）は、前記電位値を複数の値に順次遷移させるために電流制御
部を制御する機能を有する。具体的な例としては、発振器などが該当する。電位値を所望
の値に順次遷移させるためには、遷移制御器内にインストールされた電位値遷移プログラ
ムを実行することで実現できる。所望の電位値を予め入力しておけば、当該プログラムが
その入力した複数の電位値に従って前記電流制御器を制御するように実行することができ
る。
【０１３６】
電気化学インピーダンス解析器（０８０４）は、前記複数の電位値ごとに流される電
流値から電気化学インピーダンスを算出する機能を有する。具体的な例としては、コンピ
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ュータなどの計算機が該当する。電気化学インピーダンス解析器は、取得した電流値から
電気化学インピーダンスを算出するための電気化学インピーダンス算出プログラムを予め
インストールしている。電位値ごとに算出された電気化学インピーダンスの測定値は、後
述する計算部へ送られる。なお、電気化学インピーダンス解析器と測定部とが同一の計算
機であっても構わない。
【０１３７】
Ｂ．ＳＰＲ測定手段
【０１３８】
「ＳＰＲ測定手段」とは、気体中の分子の金属体表面への吸着度合を表面プラズモン共
鳴測定法によって検出するように構成されている。
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【０１３９】
ＳＰＲ測定手段の基本構成は、公知のＳＰＲ測定装置と同様の構成を有する。具体的に
は、実施形態１で述べた図９（ａ）で示すように、混合室（０９０１）、金属薄膜（０９
０２）、レーザーなどの光源（０９０３）、光検出器（０９０４）、必要なプリズム（０
９０５）、ＳＰＲ解析器（０９０６）などから構成されている。
【０１４０】
混合室（０９０１）は、測定部に導入された気体をＳＰＲ測定用液と混合し、気体中
に含まれる硫化物などの分子をキャリア溶液（０９０７）に溶解させる若しくは取り込む
ように構成されている。
【０１４１】

10

金属薄膜（０９０２）は、本実施形態の金属体が該当する。前述したようにＳＰＲ測
定方法を用いる場合には、金属体は薄膜状であることが望ましい。金属薄膜は数ｎｍから
数十ｎｍの厚さを有していればよい。なお、金属薄膜表面の一方は前記混合室（０９０１
）において処理されたキャリア溶液が接触可能なように構成されている。
【０１４２】
光源（０９０３）は、前記金属薄膜がキャリア溶液と接する面とは反対の面に対して
光を発するための機能を有する。通常、レーザーやＬＥＤなどが使用される。このとき、
光源からの光の金属薄膜表面への入射角度を制御するために反射板などを有していてもよ
い。
【０１４３】
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光検出器（０９０４）は、前記光源から入射され前記金属薄膜表面で反射した反射光
を検出する器である。通常、（フォト）ダイオードアレイ検出器などが使用される。
【０１４４】
プリズム（０９０５）は、使用するＳＰＲ測定手段の必要に応じて使用すればよい。
【０１４５】
ＳＰＲ解析器（０９０６）は、前記光源の入射光強度と前記光検出器で検出される反
射光強度とに基づく反射率、及びＳＰＲが生じる光の入射角（共鳴角）を算出する機能を
有する。具体的な例としては、コンピュータなどの計算機が該当する。ＳＰＲ解析器は、
反射率や共鳴角を算出するためのＳＰＲ算出プログラムを予めインストールしている。算
出された測定値は、後述する計算部へ送られる。なお、電気化学インピーダンス解析器の
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場合と同様に、ＳＰＲ解析器と計算部とが同一の計算機であっても構わない。
【０１４６】
Ｃ．ＱＣＭ測定手段
【０１４７】
「ＱＣＭ測定手段」とは、気体中の分子の金属体表面への吸着度合を水晶振動子マイク
ロバランス測定法によって検出するように構成されている。
【０１４８】
ＱＣＭ測定手段の基本構成は、公知のＱＣＭ測定装置と同様の構成を有する。具体的に
は、図１０で示すように、水晶振動子（１００１）、電流制御器（１００２）、遷移制御
器（１００３）、周波数測定器（１００４）、ＱＣＭ解析器（１００５）、補助電極（１
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００６）などから構成されている。
【０１４９】
水晶振動子（１００１）は、水晶体とその表面に蒸着された金属電極で構成されてい
る。水晶振動子は、ＱＣＭ測定手段の金属体に該当する。当該金属電極に気体中の分子が
吸着する。
【０１５０】
電流制御器（１００２）は、前記水晶振動子に対して必要な電流を流す機能を有する
。具体的な例としては、ポテンショスタットが該当する。なお、当該電流制御器は、次の
遷移制御器（１００３）によってその電流の出力を制御されている。
【０１５１】
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遷移制御器（１００３）は、前記水晶振動子の周波数を複数の値に遷移させるために
、水晶振動子の金属電極に印加する電流値を制御する機能を有する。具体的な例としては
、発振器などが該当する。印加する電流値を所望の値に遷移させる場合は、遷移制御器に
インストールされた電流値遷移プログラムを実行することで実現できる。所望の電流値を
予め入力しておけば、当該プログラムがその入力した複数の電位値に従って前記電流制御
器を制御するように実行することができる。
【０１５２】
周波数測定器（１００４）は、水晶振動子から得られる周波数を測定する機能を有す
る。
【０１５３】

10

ＱＣＭ解析器（１００５）は、水晶振動子から得られる発振周波数の変化を算出する
機能を有する。具体的な例としては、コンピュータなどの計算機が該当する。ＱＣＭ解析
器は、周波数変化量や質量変化量などを算出するための質量など算出プログラムを予めイ
ンストールしている。算出された測定値は、後述する計算部へ送られる。なお、電気化学
インピーダンス解析器やＳＰＲ解析器の場合と同様に、ＱＣＭ解析器と計算部とが同一の
計算機であっても構わない。
【０１５４】
補助電極（１００６）は、前記水晶振動子の金属電極との間で電流を流すための電極
である。通電は電解液などの溶液（１００７）中にて行われる。
【０１５５】

20

（計算部）
【０１５６】
「計算部」（０４０４）は、金属フィルタ部を介して導入された気体の前記測定結果と
、金属フィルタ部を介さないで導入された気体の前記測定結果と、の差分から測定気体中
に含まれる硫化物を定量するように構成されている。計算部は、コンピュータなどの計算
機が該当する。計算部での硫化物を定量化する処理は、以下によって実現できる。まず、
前記実施形態１の硫化物定量工程において説明した硫化物定量プログラムなどを不揮発性
メモリ内などにインストールしておく。次に、ＣＰＵが当該プログラムをメインメモリ上
に呼び出し、当該プログラムに従って順次命令を実行することで実現できる。
【０１５７】
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前述のように計算部は、電気化学インピーダンス解析器、若しくはＳＰＲ解析器、若し
くはＱＣＭ解析器と同一の計算機であってもよい。すなわち、一の計算機で計算部及び前
記いずれか一の解析器の処理ができるようにしてもよい。
【０１５８】
計算部で算出された測定気体中の硫化物の定量値は、画像、印刷、音声などで表示する
ための表示装置に出力される。表示装置は、例えば、画像であればディスプレイ装置、印
刷であればプリンタ、音声であればスピーカなどが該当する。
【０１５９】
<実施形態２：効果>
本実施形態によれば、数ｐｐｔ〜数１０ｐｐｔオーダーの検出感度を有する硫化物測定

40

装置を提供できる。この検出感度は、ヒトの嗅覚の硫化物の検出感度に匹敵する若しくは
それを上回るものである。したがって、本実施形態の硫化物測定装置を用いることで、少
なくとも硫化物による悪臭の原因を発見することが可能となる。
【０１６０】
<<実施形態３>>
【０１６１】
<実施形態３：概要>
本実施形態は、実施形態１の硫化物測定方法を用いた硫化物測定装置に関する。本実施
形態の測定装置の測定原理や装置の基本構成については、前記実施形態２と同様である。
本実施形態で最も特徴的、かつ実施形態２と異なる点は、二つの測定部を有することであ
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る。各測定部は硫化物除去済気体と硫化物除去未了気体とをそれぞれ別個に測定する。こ
れによって、一の測定気体に対して硫化物除去済気体と硫化物除去未了気体とを同時に測
定することが可能となるため、実施形態２の測定装置よりも短時間で測定気体中の硫化物
を測定できる。
【０１６２】
<実施形態３：構成>
図１１は本実施形態における硫化物測定装置の構成の一例である。この図で示すように
、本実施形態の硫化物測定装置は、気中に含まれる硫化物を測定する装置であって第一導
入管（１１０１）、金属フィルタ部（１１０２）、第一測定部（１１０３）、第二導入管
（１１０４）、第二測定部（１１０５）、共通計算部（１１０６）とから構成されている

10

。以下各構成要件について具体的に説明をする。
【０１６３】
「第一導入管」（１１０１）とは、測定気体を後述する第一測定部に導入するように構
成されている。第一導入管の基本構成や機能については、前記実施形態２の導入管（０４
０１）と同様である。実施形態２の導入管（０４０１）と異なる点は、第一導入管が金属
フィルタ部を常に配置していることである。つまり、第一導入管は、硫化物除去済気体導
入用の管といえる。
【０１６４】
本実施形態の「金属フィルタ部」（１１０２）は、第一導入管に配置され、測定気体中
の硫化物を除去するように構成されている。当該金属フィルタ部の基本構成や機能も前記
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実施形態２の金属フィルタ（０４０２）と同様である。ただし、本実施形態の金属フィル
タ部は、前述のように第一導入管にのみ配置され、後述する第二導入管には配置されない
。また、前述のように第一導入管内において常に配置されており、挿抜ができない点で実
施形態２の金属フィルタ部の構成と異なる。
【０１６５】
「第一測定部」（１１０３）とは、第一導入管から導入される気体を金属体表面に接触
させ、気体分子の金属体表面への吸着度合を測定するように構成されている。第一測定部
の基本構成や機能は、前記実施形態２の測定部（０４０３）と同様である。実施形態２の
測定部と異なる点は、第一測定部に導入される気体が第一導入管から導入される気体、す
なわち前記硫化物除去済気体のみであり、その気体中に含まれる金属吸着性の分子の吸着
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度合を測定することである。第一測定部の金属体は、少なくとも気体測定時には他の気体
から隔離された気室内に配置される。硫化物除去済気体に他の気体が混入することを防止
するためである。
【０１６６】
「第二導入管」（１１０４）とは、前記測定気体を後記第二測定部に導入するように構
成されている。第二導入管の基本構成や機能については、前記実施形態２の導入管（０４
０１）、及び前記第一導入管と同様である。それらと異なる点は、第二導入管が金属フィ
ルタ部を配置していないことである。つまり、第二導入管は硫化物除去未了気体導入用の
導入管といえる。なお、第二導入管は着脱可能なようにしてもよい。
【０１６７】

40

「第二測定部」（１１０５）とは、第二導入管から導入される気体をそのまま金属体表
面に接触させ、気体中の分子の金属体表面への吸着度合を測定するように構成されている
。「そのまま」とは、硫化物除去のための処理をすることなく、という意味である。
第二測定部の基本構成や機能は、前記実施形態２の測定部（０４０３）及び前記第一測定
部（１１０３）と同様である。実施形態２の測定部及び前記第一測定部と異なる点は、第
二測定部に導入される気体が第二導入管から導入される気体、すなわち前記硫化物除去未
了気体のみであり、その気体中に含まれる金属吸着性の分子の吸着度合を測定することで
ある。なお、第一測定部と第二測定部を構成する解析器（例えば、ＳＰＲ解析器など）が
、二以上の測定データを同時かつ独立に処理可能な場合には、前記第一測定部と第二測定
部の解析器を統合しても構わない。
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【０１６８】
「共通計算部」（１１０６）とは、第一測定部の前記測定結果と、第二測定部の前記測
定結果との差分から測定気体中に含まれる硫化物を定量するように構成されている。共通
計算部の基本構成や機能については、前記実施形態２の計算部（０４０４）と同様である
。共通計算部は、実施形態２の計算部が一の測定部から得られた測定値に基づいて硫化物
を定量するのに対して、第一測定部と第二測定部とから得られた測定値に基づいて硫化物
を定量する点で異なる。つまり、本実施形態では、複数の測定部を有していても、それら
から得られる測定値を一の計算部（共通計算部）で処理するように構成されている。
【０１６９】
上記のように本実施形態では、硫化物除去済気体と硫化物除去未了気体とが、測定気体
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の取り込み、金属体表面への分子の吸着度合の測定まで、それぞれ独立した部で行なわれ
ている点で前記実施形態２と異なる。本実施形態では、前記２つの気体中に含まれる分子
の金属体表面への吸着度合をそれぞれ同時並行して測定することができる。また、実施形
態２のように、一の気体を測定後、測定部の金属体表面を洗浄若しくは交換することを要
しない。したがって、実施形態２に比べて２つの気体の測定までに要する時間が短くてす
む。よって、硫化物の濃度を短時間で測定する必要のある場合には、本実施形態の硫化物
測定装置が便利である。
【０１７０】
<実施形態３：効果>
本実施形態の硫化物測定装置によれば、前記実施形態２の硫化物測定装置よりも短い測
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定時間で測定気体中の硫化物を測定することができる。
【実施例１】
【０１７１】
<<気中に含まれる硫化物の測定>>
以下の実施例をもって本発明を具体的に説明する。本実施例は、実施形態１の硫化物測
定方法を用いて既知濃度の硫化物を測定し、硫化物濃度がｐｐｔレベルであっても応答可
能であることを示すものである。なお、本実施例は単に例示するのみであり、実施形態１
はこの実施例によって何ら限定されるものではない。
【０１７２】
30

<方法>
本実施例では、気体中の分子の金属体表面に対する吸着度合を測定する方法として、表
面分極制御法を用いた場合を例に説明する。
【０１７３】
Ａ．測定に用いた機器・器材など
【０１７４】
（ａ）電極
・作用電極：

直径３ｍｍの金（Ａｕ）電極棒

・参照電極：

飽和ＫＣｌ溶液に浸漬された銀塩化銀電極（Ａｇ／ＡｇＣｌ）

・対極：

直径０．５ｍｍの白金線

・基準溶液：

１００ｍＭ

40

ＫＣｌ溶液

【０１７５】
基準溶液を入れた容器内に上記３電極を浸漬したものを用いる。各電極は配線によ
って測定時にはポテンショスタットに接続されている。
【０１７６】
（ｂ）測定器具・器材など
・ポテンショスタット＋発振器（ＡｕｔｏＬａｂ
Ｏ

ＰＧＳＴＡＴ１２：ＥＣＨ

ＣＨＥＭＩＥ社）
・密閉可能な２００ｍｌの容器内にスチールウールを約１ｇを入れたもの（Ａ

気室）
・上記と同種の容器でスチールウールのないもの（Ｂ気室）
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【０１７７】
Ｂ．電気化学インピーダンスの測定条件
・電極電位の測定範囲：０．２Ｖ以上０．８Ｖ以下（測定用）
：０．２２Ｖ以上０．８８Ｖ以下（プリスキャン用）
・電位ステップ幅：

０．１Ｖ（測定用）
０．０２Ｖ（プリスキャン用）

・各ステップの測定時間：０．０５秒
・印加電圧：交流周波数４５Ｈｚ、振幅０．０１ｍＶ（総インピーダンス用）
交流周波数１ｋＨｚ、振幅０．０１ｍＶ（溶液インピーダンス用
10

）
電極インピーダンスは、総インピーダンスから溶液インピーダンスを減じた値
【０１７８】
Ｃ．測定気体の調製
本実施例では実験室内空気をベースとした。すなわち、実験室内空気を採取し、それに
硫化水素（Ｈ２Ｓ）を１ｐｐｍになるように混合した。次に、当該１ｐｐｍの測定気体を
前記室内空気で１０倍に希釈し、１００ｐｐｂの濃度の測定気体とした。以下、同様に前
記室内空気で１０倍ずつ希釈しながら、１ｐｐｔの濃度の測定気体までを調製した。
【０１７９】
Ｄ．測定の手順
【０１８０】

20

１．電極の研磨・洗浄を行った。研磨の方法は、電極を０．１μｍ径のアルミナ研磨剤
で５秒間研磨した後、電極表面を窒素ガスでブローして洗浄した。
【０１８１】
２．プレ測定を行うために、実験室内空気を充填したＢ気室に作用電極を４分間曝露し
た後、基準溶液中に移して電極インピーダンスを測定した。総インピーダンス及び、溶液
インピーダンスの測定条件は、上記（２）電気化学インピーダンスの測定条件の「測定用
」で行った。プレ測定での電極インピーダンスが±２０Ω程度に安定するまで、研磨・洗
浄とプレ測定を繰り返した。
【０１８２】
３．１ｐｐｍの硫化物を含む測定気体を、フッ素樹脂管を介してＡ気室、Ｂ気室にそれ

30

ぞれ充填した。Ａ気室における処理が、実施形態１の硫化物除去工程に該当する。
【０１８３】
４．作用電極をＡ気室内に４分間曝露した。このとき、作用電極がスチールウールに接
しないようにした。続いて、基準溶液中に移して電極インピーダンスを測定した。総イン
ピーダンス及び、溶液インピーダンスの測定条件は、前記２工程と同様に行った。本工程
は、実施形態１のバックグラウンド測定工程に該当する。
【０１８４】
５．作用電極を前記１工程と同様の方法で研磨・洗浄を行った後、再度前記２工程と同
様の方法でプレ測定を行った。
【０１８５】

40

６．作用電極をＢ気室内に４分間曝露した。続いて、基準溶液中に移して電極インピー
ダンスを測定した。総インピーダンス及び、溶液インピーダンスの測定条件は、前記２工
程と同様に行った。本工程は、実施形態１の全気体測定工程に該当する。
【０１８６】
７．前記４工程、及び６工程で得られた電極インピーダンスの値の差分を算出した。本
工程は、実施形態１の硫化物定量工程に該当する。
【０１８７】
８．１００ｐｐｂ、１０ｐｐｂ、１ｐｐｂ、１００ｐｐｔ、１０ｐｐｔ、そして１ｐｐ
ｔの硫化物を含む測定気体について、それぞれ前記２工程から７工程までの手順で同様に
行った。
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【０１８８】
<結果>
図１２から図１４に、本実施例による測定結果を示す。図１２は各硫化物濃度における
硫化物除去済気体を、また図１３図は硫化物除去未了気体を前記方法によって測定した際
の電極電位ごとの電気化学インピーダンスの変化を示している。つまり、図１２は、硫化
物除去済気体測定工程における測定結果、図１３は、全気体測定工程における測定結果に
それぞれ該当する。横軸は測定気体中の硫化物濃度（ｐｐｔ）（本実施例では既知）を、
また、縦軸は電気化学インピーダンス（Ω）を示す。なお、ここで示した電気化学インピ
ーダンスは、インピーダンスの実部（ＲｅＺ）と、虚部（ＩｍＺ）に基づいて、ＲｅＺ２
＋ＩｍＺ２の平方根の絶対値として求めた値を示している。したがって、硫化物を定量す
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る場合には、図１２と図１３のそれぞれ対応する測定値の差分を求める必要がある。当該
差分を示した図が図１４である。この図は、図１３の各測定値から、それに相当する図１
２の値を減じた値を示している。図１４からもわかるように、約１０ｐｐｔ以上では濃度
依存的に増加していることがわかる。
【０１８９】
以上のように、実施形態１の硫化物測定方法によって、硫化物濃度がｐｐｔレベルであ
っても、応答を得ることが可能であることが立証された。したがって、実施形態１の方法
を実施形態２、及び３で述べた硫化物測定装置に用いることで、任意の測定気体中に含ま
れる硫化物を１ｐｐｔ〜１０数ｐｐｔまで測定可能な装置を提供できる。
20

【図面の簡単な説明】
【０１９０】
【図１】実施形態１における硫化物測定方法の処理の流れ（１）
【図２】実施形態１における硫化物測定方法の処理の流れ（２）
【図３】実施形態１における硫化物測定方法の処理の流れ（３）
【図４】実施形態２における硫化物測定装置の構成の概念図
【図５】挿抜可能な金属フィルタ部の構成の概念図（１）
導入管内に装着した状態

（ａ）金属フィルタ部を一の

（ｂ）金属フィルタ部を導入管内から取り外した状態

【図６】挿抜可能な金属フィルタ部の構成の概念図（２）
された導入管が、測定部にねじ込まれて装着された状態

（ａ）金属フィルタ部が配置
（ｂ）導入管ごと取り外された
30

状態
【図７】挿抜可能な金属フィルタ部の構成の概念図（３）

複数の導入管が測定部に配置

された場合
【図８】表面分極制御手段の構成の概念図
【図９】ＳＰＲ測定手段の構成の概念図
【図１０】ＱＣＭ測定手段の構成の概念図
【図１１】実施形態３における硫化物測定装置の構成の概念図
【図１２】実施例の結果を示す図（１）

硫化物除去済気体を表面分極制御法により測定

した時の電気化学インピーダンス
【図１３】実施例の結果を示す図（２）

硫化物除去未了気体を表面分極制御法により測

定した時の電気化学インピーダンス
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【図１４】測定気体中の硫化物を定量値を示す図
【符号の説明】
【０１９１】
０４０１、０５０１、０６０１、０７０１、０８０９、１００９：導入管
０４０２、０５０２、０６０２、０７０２：金属フィルタ部
０５０３

金属フィルタ部を有さない導入管の一部

０４０３：測定部
０４０４：計算部
０６０３、０７０３：測定部の一部
０４０５、０６０４、０７０４：金属体
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(25)
０６０５、０７０７、０８１０、１００８：必要な排気管
０７０５：金属フィルタを有さない導入管
０７０６：弁
０４０６：測定セル
０４０７：吸着分子測定手段

【図１】

【図２】
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(26)
【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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