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（注意） 
以下の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考

資料であることを考慮されたい。 
（Annotation） 
The translations below are not the official documents. The original texts in Japanese prevail over the translation. Please keep in 
mind that the texts in English are the informational documents to support the understanding. 
 
 
○ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（昭和四十八年十月十二日法律第百十二号）  
 

英訳（text in English） 和文 (original text) 

Act on Control of Household Products Containing Harmful Substances 
(Act No. 112 of October 12th, 1973) 
 
(Purpose) 
Article 1 The purpose of the Act is to contribute to protecting the 

health of citizens by imposing necessary controls on household 
products containing harmful substances from the viewpoint of 
sanitation. 

 
(Definitions) 
Article 2 (1)  The term "household products" as used in the Act shall 

mean products provided primarily for the ordinary use of general 
consumers (excluding those listed in the appended table). 

(2)  The term "harmful substances" as used in the Act shall mean, 
among substances that are contained in household products, 
mercuric compounds and other substances specified by Cabinet 

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（昭和

四十八年十月十二日法律第百十二号） 
 
（目的） 

第一条 この法律は、有害物質を含有する家庭用品に

ついて保健衛生上の見地から必要な規制を行なう

ことにより、国民の健康の保護に資することを目的

とする。 
 
（定義） 

第二条 この法律において｢家庭用品｣とは、主として

一般消費者の生活の用に供される製品（別表に掲げ

るものを除く。）をいう。 
２ この法律において｢有害物質｣とは、家庭用品に含

有される物質のうち、水銀化合物その他の人の健康

に係る被害を生ずるおそれのある物質として政令



Order as likely to cause damage to human health. 
 
(Responsibility of Business Operators) 
Article 3  A person, who operates a business manufacturing or 

importing household products, shall understand the effects of 
substances, contained in the household products which he/she 
manufactures or imports, on human health, and shall prevent 
damage to human health from arising due to the said substances. 

 
(Criteria for Household Products) 
Article 4 (1)  From the viewpoint of sanitation, The Minister of 

Health, Labour and Welfare may designate household products, 
and may establish necessary criteria for the household products 
with regard to the content, elution or emission amounts for harmful 
substances, by Ordinance of the Ministry of Health, Labour and 
Welfare. 

(2)  From the viewpoint of sanitation, The Minister of Health, 
Labour and Welfare may designate household products containing 
harmful substances that are classified as “poisonous substances” 
under Article 2, paragraph (1) of the Poisonous and Deleterious 
Substances Control Act (Act No. 303 of 1950) or “deleterious 
substances” under paragraph (2) of the said Article, and may 
establish necessary criteria for household products with regard to 
their containers or packaging, by Ordinance of the Ministry of 
Health, Labour and Welfare. 

(3)  The Minister of Health, Labour and Welfare shall seek the 
opinions of the Pharmaceutical Affairs and Food Sanitation Council 
and consult with the Secretary-General of the Consumer Affairs 
Agency and the Competent Minister for the relevant household 
products, before establishing criteria pursuant to the provisions of 

で定める物質をいう。 
 
（事業者の責務） 

第三条 家庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者

は、その製造又は輸入に係る家庭用品に含有される

物質の人の健康に与える影響をはあくし、当該物質

により人の健康に係る被害が生ずることのないよ

うにしなければならない。 
 
（家庭用品の基準） 

第四条 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚

生労働省令で、家庭用品を指定し、その家庭用品に

ついて、有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関

し、必要な基準を定めることができる。 
 
 
２ 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労

働省令で、毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律

第三百三号）第二条第一項に規定する毒物又は同条

第二項に規定する劇物である有害物質を含有する

家庭用品を指定し、その家庭用品について、その容

器又は被包に関し、必要な基準を定めることができ

る。 
 
 
３ 厚生労働大臣は、前二項の規定により基準を定め

ようとするときは、あらかじめ、薬事･食品衛生審

議会の意見を聴くとともに、消費者庁長官及び当該

家庭用品についての主務大臣に協議しなければな

らない。 



the preceding two paragraphs. 
 
(Prohibition of Sale, etc.) 
Article 5  A person, who operates a business manufacturing, 

importing or selling household products for which criteria have 
been established pursuant to the provisions of paragraphs (1) or (2) 
of the preceding Article, shall not sell, provide or display for the 
purpose of sale or provision household products that do not conform 
to the criteria. 

 
(Order for Recall, etc.) 
Article 6 (1)  When the Minister of Health, Labour and Welfare or a 

prefectural governor (with regard to a city or a special ward that 
has established a health center, the city or ward mayor; hereinafter 
the same shall apply in this Article and the next Article) finds that 
damage to human health is likely to occur due to the sale or 
provision of household products which do not conform to criteria 
established pursuant to the provisions of Article 4, paragraph (1) or 
(2) by a person who operates a business manufacturing, importing 
or selling household products, he/she may order the said person to 
make an effort to recall the said household products and to take 
other necessary measures to prevent the occurrence of said damage 
when he/she deems it particularly necessary to prevent the 
occurrence of the said damage. 

(2)  When serious damage to human health has occurred which is 
found to have been caused by household products, the Minister of 
Health, Labour and Welfare or a prefectural governor, within the 
limit necessary to prevent the expansion of said damage, may order 
a person who operates a business manufacturing or importing the 
said household products to make an effort to recall the said 

 
 
（販売等の禁止） 

第五条 前条第一項又は第二項の規定により基準が

定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を

行なう者は、その基準に適合しない家庭用品を販売

し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列し

てはならない。 
 
 
（回収命令等） 

第六条 厚生労働大臣又は都道府県知事（保健所を設

置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とす

る。以下この条及び次条において同じ。）は、第四

条第一項又は第二項の規定により基準が定められ

た家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が

その基準に適合しない家庭用品を販売し、又は授与

したことにより人の健康に係る被害が生ずるおそ

れがあると認める場合において、当該被害の発生を

防止するため特に必要があると認めるときは、その

者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当

該被害の発生を防止するために必要な措置をとる

べきことを命ずることができる。 
 
２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、家庭用品によ

るものと認められる人の健康に係る重大な被害が

生じた場合において、当該被害の態様等からみて当

該家庭用品に当該被害と関連を有すると認められ

る人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質

が含まれている疑いがあるときは、当該被害の拡大



household products and to take other necessary emergency 
measures to prevent further damage when the said household 
products are suspected of containing a substance related to the said 
damage which is likely to cause damage to human health. 

 
 
(Inspection, etc.) 
Article 7 (1)  The Minister of Health, Labour and Welfare or a 
prefectural governor may, when he/she deems necessary for the 
enforcement of the Act, require a person who operates a business 
manufacturing, importing or selling household products to submit 
a report or have a person, who is designated in advance from 
among food sanitation inspectors, pharmaceutical affairs 
inspectors and other officials specified by Ordinance of the 
Ministry of Health, Labour and Welfare, enter an office, factory, 
workplace, store or warehouse of  the said business operator to 
inspect books, documents and other articles, question persons 
concerned or remove the amount of the said household products 
necessary for testing. 
(2)  A person, who has been designated pursuant to the provisions of 

the preceding paragraph, shall be called a household products 
sanitation inspector. 

(3)  When a household products sanitation inspector conducts an 
inspection, questioning or removal pursuant to the provisions of 
paragraph (1), he/she shall carry his/her identification card and 
present it to persons concerned. 
(4)  The authority for the inspection, questioning and removal 
under the provisions of paragraph (1) shall not be construed to 
have been granted for criminal investigations. 
 

を防止するため必要な限度において、当該家庭用品

の製造又は輸入の事業を行なう者に対し、当該家庭

用品の回収を図ることその他当該被害の拡大を防

止するために必要な応急の措置をとるべきことを

命ずることができる。 
 
（立入検査等） 

第七条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律

を施行するため必要があると認めるときは、家庭用

品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対

し、必要な報告をさせ、又は食品衛生監視員、薬事

監視員その他の厚生労働省令で定める職員のうち

からあらかじめ指定する者に、当該事業を行う者の

事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入

り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に

質問させ、若しくは試験に必要な限度において当該

家庭用品を収去させることができる。 
 
 
２ 前項の規定により指定された者は、家庭用品衛生

監視員と称する。 
 
３ 第一項の規定により家庭用品衛生監視員が立入

検査、質問又は収去をする場合においては、その身

分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければ

ならない。 
４ 第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権

限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 
 



(Classification of Affairs) 
Article 8  Affairs, which a prefecture, a city with a health center 
or a special ward shall administer pursuant to the provisions of 
Article 6 and paragraph (1) of the preceding Article, shall be item 
1 legally delegated affairs as prescribed in Article 2, paragraph 
(9), item (i) of the Local Autonomy Act (Act No. 67 of 1947). 
 
(Transitional Measures) 
Article 9  Transitional measures (including transitional measures 

concerning penal provisions) may be provided by an order to the 
extent deemed reasonably necessary for the establishment, revision 
or abolition of the order pursuant to the Act. 

 
 
(Penal Provisions) 
Article 10  A person, who falls under any of the following items, shall 

be punished by imprisonment with work for not more than 1 year or 
by a fine of not more than 300,000 yen: 
(ⅰ)  A person who has violated the provisions of Article 5; 
(ⅱ)  A person who has violated an order under the provisions of 

Article 6, paragraph (1) or (2). 
 
Article 11  A person, who has failed to submit a report or submitted 

a false report under the provisions of Article 7, paragraph (1), who 
has refused, prevented or avoided an inspection or removal under 
the provisions of the said paragraph, or who has failed to give an 
answer or given a false answer to a question under the provisions of 
the said paragraph, shall be punished by a fine of not more than 
50,000 yen. 

 

（事務の区分） 

第八条 第六条及び前条第一項の規定により都道府

県、保健所を設置する市又は特別区が処理すること

とされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法

律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一

号法定受託事務とする。 
 
（経過措置） 

第九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は

改廃する場合においては、その命令で、その制定又

は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に

おいて、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を

含む。）を定めることができる。 
 
（罰則） 

第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以

下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 
 

一 第五条の規定に違反した者 
二 第六条第一項又は第二項の規定による命令に

違反した者 
 
第十一条 第七条第一項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若し

くは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項

の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の答弁をした者は、五万円以下の罰金に処する。 
 
 
 



Article 12  When the representative of a juridical person or an agent, 
employee or other workers of a juridical person or individual has 
committed any of the violations set forth in the preceding two 
Articles with regard to the business of the said juridical person or 
individual, not only the offender but also the said juridical person 
or individual shall be punished by the fine prescribed in the 
respective Article. 

 
Supplementary Provision 
(Omitted) 
 
Appended Table 

(i)  Food prescribed in Article 4, paragraph (1) of the Food 
Sanitation Act (Act No. 233 of 1947), additives prescribed in 
paragraph (2) of the said Article, apparatuses prescribed in 
paragraph (4) of the said Article, containers and packaging 
prescribed in paragraph (5) of the said Article, toys prescribed in 
Article 62, paragraph (1) of the said Act and cleaning agent 
prescribed in paragraph (2) of the said Article 

(ii)  Medicines prescribed in Article 2, paragraph (1) of the 
Pharmaceutical Affairs Act (Act No. 145 of 1960), quasi-medicine 
prescribed in paragraph (2) of the said Article, cosmetics 
prescribed in paragraph (3) of the said Article and medical device 
prescribed in paragraph (4) of the said Article 

(iii)  In addition to what is listed in the preceding two items, 
products whose manufacture, import or sale is controlled by 
standards or criteria set pursuant to an Act specified by Cabinet 
Order, which are found unlikely to cause damage to human 
health due to harmful substances contained therein owing to said 
control, and which is specified by Cabinet Order 

第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰

金刑を科する。 
 
 
 
附則 
（略） 
 
別表 

一 食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三

号）第四条第一項に規定する食品、同条第二項に

規定する添加物、同条第四項に規定する器具及び

同条第五項に規定する容器包装並びに同法第六

十二条第一項に規定するおもちや及び同条第二

項に規定する洗浄剤 
 

二 薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二

条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定す

る医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び

同条第四項に規定する医療機器 
 

三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律

の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製

造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規

制によつて有害物質による人の健康に係る被害

が生ずるおそれがないと認められる製品で政令

で定めるもの 



 
 
  



○ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令（昭和四十九年九月二十六日政令第三百三十

四号） 
 

英訳（text in English） 和文 (original text) 

Cabinet Order to designate Substances provided for in Article 2, 
paragraph (2) of the Act on Control of Household Products Containing 
Harmful Substances (Cabinet Order No. 334 of September 26th, 1973) 
 
The Cabinet enacts the Order pursuant to the provisions of Article 2, 
paragraph (2) of the Act on Control of Household Products Containing 
Harmful Substances (Act No. 112, 1973). 
The substances, designated by the Order provided for in Article 2, 
paragraph (2) of the Act on Control of Household Products Containing 
Harmful Substances, are follows. 

(i)  Hydrogen Chloride  
(ii)  Vinyl Chloride 
(iii)  4, 6-Dichloro-7-(2, 4, 5-trichlorophenoxy)-2-trifluoromethyl 
benzimidazole [DTTB] 
 
(iv)  Dibenz[a,h]anthracene 
(v)  Potassium Hydroxide 
(vi)  Sodium Hydroxide 
(vii)  Tetrachloroethylene 
(viii)  Trichloroethylene 
(ix)  Tris (1-aziridinyl)phosphine Oxide [APO] 
(x)  Tris (2, 3-dibromopropyl)phosphate [TDBPP] 
 
(xi)  Triphenyltin Compounds 
(xii)  Tributyltin Compounds 
(xiii)  Bis (2, 3-dibromopropyl)phosphates [BDBPP] 

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二

条第二項の物質を定める政令（昭和四十九年九月二十六

日政令第三百三十四号） 
 

内閣は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する

法律（昭和四十八年法律第百十二号）第二条第二項の規

定に基づき、この政令を制定する。 
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第

二条第二項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とす

る。 
一 塩化水素 
二 塩化ビニル 
三 四・六―ジクロル―七―（二・四・五―トリクロ

ルフエノキシ）―二―トリフルオルメチルベンズイ

ミダゾール 
四 ジベンゾ［a・h］アントラセン 
五 水酸化カリウム 
六 水酸化ナトリウム 
七 テトラクロロエチレン 
八 トリクロロエチレン 
九 トリス（一―アジリジニル）ホスフインオキシド 
十 トリス（二・三―ジブロムプロピル）ホスフエイ

ト 
十一 トリフエニル錫化合物 
十二 トリブチル錫化合物 
十三 ビス（二・三―ジブロムプロピル）ホスフエイ



 
(xiv)  rel-(1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-Hexachloro-10- 
oxapentacyclo[6.3.1.1(3,6).0(2,7).0(9,11)]tridec-4-ene [Dieldrin] 
(xv)  Benz[a]anthracene 
(xvi)  Benz[a]pyrene 
(xvii)  Formaldehyde 
(xviii)  Methanol 
(xix)  Organomercury Compounds 
(xx)  Sulfuric Acid 

ト化合物 
十四 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエ

キソジメタノナフタリン（別名デイルドリン） 
十五 ベンゾ［a］アントラセン 
十六 ベンゾ［a］ピレン 
十七 ホルムアルデヒド 
十八 メタノール 
十九 有機水銀化合物 
二十 硫酸 

 
 
 
  



○ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則（昭和四十九年九月二十六日厚生省令第三十四号） 
 

英訳（text in English） 和文 (original text) 

Ministerial Ordinance of the Act on Control of Household Products 
Containing Harmful Substances (Minister of Health and Welfare No. 
34 of September 26th, 1973) 
 
(Criteria of Household Products) 
Article 1  The household products designated and the criteria 

established, under the provisions of Article 4, paragraph (1) of the 
Act on Control of Household Products Containing Harmful Substances 
(Act No. 112 of 1973, hereinafter referred to as “the Act”), shall be 
listed in Appended Table 1, according to the column of harmful 
substances and household product, respectively. 

 
Article 2  The household products designated and the criteria 

established, under the provisions of paragraph (2) of the said 
Article, shall be listed in Appended Table 2, respectively. 

 
 
(Officials designated under the Ordinance, provided for in Article 7, 
paragraph (1) of the Act) 
Article 3  A official designated under the Ordinance, provided for in 

Article 7, paragraph (1) of the Act, shall be a person who falls under 
any of the following items. 
(i)  Food Sanitation Inspector (limited to the person, who falls under 

Article 7, paragraph (1), item (ii) or (iii) of the Cabinet Order of the 
Food Sanitation Act (Cabinet Order No. 229 of 1953) 

(ii)  Drug Affairs Inspector (limited to the person, who falls under 
Article 68, paragraph (1), item (i) or (ii) of the Cabinet Order of the 
Pharmaceutical Affairs Act (Cabinet Order No. 11 of 1961) 

(iii)  A official who falls under any of the following 
(a)  A physician, dentist, pharmacist, or veterinarian 

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則

（昭和四十九年九月二十六日厚生省令第三十四号） 
 
 
（家庭用品の基準） 

第一条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

（昭和四十八年法律第百十二号。以下「法」という。）

第四条第一項の規定により指定する家庭用品は、別表第

一の有害物質の欄の区分に応じ同表の家庭用品の欄に掲

げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表

の家庭用品の欄の区分に応じ同表の基準の欄に掲げると

おりとする。 
第二条 法第四条第二項の規定により指定する家庭用品

は、別表第二の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項

の規定により定める基準は、同表の基準の欄に掲げると

おりとする。 
 

（法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員） 

 
第三条 法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員は、

次の各号のいずれかに該当する者とする。 
 

一 食品衛生監視員（食品衛生法施行令（昭和二十八年

政令第二百二十九号）第九条第一項第二号又は第三号

に該当する者に限る。） 
二 薬事監視員（薬事法施行令（昭和三十六年政令第十

一号）第六十八条第一号又は第二号に該当する者に限

る。） 
三 次のいずれかに該当する職員 

イ 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 



(b)  A graduate who completed the course of medical science, 
dentistry, pharmaceutical science, veterinary science, 
agricultural science, fisheries science, natural sciences, 
engineering, health science, hygenics or domestic science in the 
university or the technical college pursuant to the School 
Education Act (Act No. 26 of 1947), or in the university pursuant 
to the former Universal Order (Imperial Ordinance No. 388 of 
1918), or in the vocational college pursuant to the former 
Vocational College Order (Imperial Ordinance No. 61 of 1903) 

 
(Certificate for Removal) 
Article 4  When a household products sanitation inspector removes a 

sample of household products pursuant to the provisions of Article 
7, paragraph (1) of the Act, he/she shall issue the owner of the said 
household products a certificate for removal, provided in Form 1. 

 
(Identification Card) 
Article 5  Identification card, provided in the provision of Article 7, 

paragraph (3) of the Act, shall be as provided in Form 2. 
 
Supplementary Provision 
(Omitted) 
 
Form 1 (Re: Article 4) 
(Omitted) 
 
Form 2 (Re: Article 5) 
(Omitted) 

ロ 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基

づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令（大正七

年勅令第三百八十八号）に基づく大学又は旧専門学

校令（明治三十六年勅令第六十一号）に基づく専門

学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、農学、

水産学、理学、工学、保健学、衛生学又は家政学の

課程を修めて卒業した者 
 
 
 

（収去証） 

第四条 家庭用品衛生監視員は、法第七条第一項の規定に

より家庭用品を収去しようとするときは、その相手方に、

様式第一による収去証を交付しなければならない。 
 
 

（身分を示す証明書） 

第五条 法第七条第三項に規定する証明書は、様式第二に

よるものとする。 
 
附則 
（略） 
 
様式第１（第４条関係） 
（略） 
 
様式第２（第５条関係） 
（略） 

Appended Table 1 (Re: Article 1) 
●Hydrogen Chloride or Sulfuric Acid 

A : Household Products 
Liquid cleaner for residence use (excluding products, which fall 

under Deleterious Substances, containing hydrogen chloride or 

別表第１（第１条関係） 
有害物質：塩化水素又は硫酸 
家庭用品： 

住宅用の洗浄剤で液体状のもの（塩化水素又は硫酸を含

有する製剤たる劇物を除く。） 



sulfuric acid) 
B : Criteria 

The above-mentioned household products shall satisfy the 
following test. 

The amount of 0.1 mol/l NaOH (aq), required to neutralize HCl or 
H2SO4 in 1 ml of the sample, shall be not more than 30 ml, according 
to the method described in Appended Table 1 of the “Ministerial 
Ordinance Establishing the Assay Method for Deleterious 
Substances Contained in Household Products, and the test method 
for their Containers or Packaging (Minister of Health and Welfare 
Ordinance No. 27 of 1972)” 

 

 
基準： 

左に掲げる家庭用品は、次の試験に適合しなければな

らない。 
試料 1 ml 中の塩化水素又は硫酸を中和するのに要す

る 0.1 mol/l 水酸化ナトリウム溶液の消費量が、家庭用品

に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法

を定める省令（昭和 47 年厚生省令第 27 号）別表第 1 に

定める方法により定量した場合において 30ml 以下でな

ければならない。 

●Vinyl Chloride 
A : Household Products 

Aerosol products for household use 
B : Criteria 

The above-mentioned household products shall satisfy the 
following test. 

Connect the nozzle of the sample with the inlet (A) of a 
gas-collector shown in the figure, by a silicon rubber tube. Open the 
cocks (B) and (C) for spurting the sample out for 5 seconds. Then 
close the cocks (B) and (C), for collecting the gas fraction into a 
separatory funnel (D). Introduce the gas into a gas cell (cell length; 
10 cm) for infrared spectroscopy evacuated under about 13.3 kPa. 
When the infrared absorption spectra are measured, the vinyl 
chloride specific absorption shall not be observed at 1620cm-1, 
1600cm-1, 730cm-1 and 710cm-1. 

 

有害物質：塩化ビニル 
家庭用品： 

家庭用エアゾル製品 
基準： 

左に掲げる家庭用品は、次の試験に適合しなければな

らない。 
噴射口を次の図に示すガス捕集装置の吸入口Ａにシリ

コンゴム管で連結し、活せんＢ及びＣを開き、約５秒間

試料を噴出させたのち、直ちに活せんＢ及びＣを閉じ、

ガス分を分液漏斗Ｄに捕集する。このガス分を約 13.3 
kPa に減圧した赤外吸収スペクトル測定用ガスセル（層

長 10 cm のもの）に導入し、赤外吸収スペクトルを測定

するとき、1,620cm-1、1,600cm-1、730cm-1 及び 710cm-1

のすべてに塩化ビニルに特有の吸収が認められることが

あつてはならない。 

●4, 6-Dichloro-7-(2, 4, 5-trichlorophenoxy)-2-trifluoromethyl 
benzimidazole [DTTB] 
A : Household Products 

Textile products, such as diaper cover, underwear, nightclothes, 
gloves, hosiery, intermediate wear, outer wear, cap hat, bedding and 

有害物質：4，6―ジクロル―7―（2，4，5―トリクロルフ

エノキシ）―2―トリフルオルメチルベンズイミダゾール 
家庭用品： 

繊維製品のうち、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、く

つした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物 



floor mats 
Knitting woolen yarn 

B : Criteria 
The above-mentioned household products shall satisfy the 

following test. 
1, Preparation of Test Solution 

(1) Extraction 
Cut a textile sample from a part of product contacting with 

skin, and cut the sample into small pieces. Weigh accurately 0.5 
g of the pieces into a 50 ml grass-stoppered centrifuge tube. Add 
10 ml of 10% NaOH (aq) to the tube, and leave the tube for 3 
hours to dissolve the sample. Add 10 ml of ethyl ether to the 
tube, and shake for 5 minutes strongly. Centrifuge it at 4000 
rpm for 10 minutes, and fractionate the ether layer. Repeat 
extraction with 3 additional 10 ml portions of ether in the same 
manner. Combine all extracts, dry the extract with about 5 g of 
anhydrous Na2SO4, filter it by a grass filter (conforming to G2 
grass filter provided by the Japanese Industrial Standards 
(JIS)) into a 100 ml round-bottomed flask, and evaporate the 
filtrate to remove ether by a rotary evaporator at 50℃. 

 
(2) N-methylation 

Add 10 ml of 1 mol/l NaOH (aq) and 1 ml of dimethyl sulfate 
to the residue obtained in section (1), and leave it for 10 
minutes. Transfer the solution to a 50 ml grass-stoppered 
centrifuge tube, add 10 ml of hexane to the tube, and shake it 
for 5 minutes strongly. Centrifuge it at 4000 rpm for 2 minutes, 
and fractionate the hexane layer. Repeat extraction with 3 
additional 10 ml portions of hexane in the same manner. 
Combine all extracts, dry the extract with about 5 g of 
anhydrous Na2SO4, filter it by a grass filter (conforming to G2 
grass filter provided by JIS) into a 100 ml round-bottomed flask 
and evaporate the filtrate to remove hexane by a rotary 

 
家庭用毛糸 

基準： 
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合

しなければならない。 
1 試験溶液の調製 

(1) 抽出 
身体と接触する繊維の部分を細かく切つたもの

を試料とし、その約 0.5g を精密に量り採り、50ml
の共せん付き遠沈管に入れ、10％水酸化ナトリウム

溶液 10ml を加え、3 時間放置して溶解する。次に、

この液にエチルエーテル 10ml を加えて 5 分間激し

く振り混ぜた後、1 分間 4,000 回転で 10 分間遠心分

離を行い、エチルエーテル層を分取する。この操作

を更に 3 回繰り返し、全エチルエーテル層を合わせ

る。これに硫酸ナトリウム（無水）約 5g を加えて

よく振り混ぜた後、ガラスろ過器（日本工業規格の

ガラスろ過器（細孔記号 G2）に適合するもの）を

用いてろ過し、ろ液を 100ml のナス型フラスコに採

り、ロータリーエバポレーターを用いて 50℃でエチ

ルエーテルを除去する。 
(2) N―メチル化 

(1)の残留物に 1mol／l 水酸化ナトリウム溶液

10ml 及びジメチル硫酸 1ml を加え、10 分間放置す

る。次に、この液を 50ml 共せん付き遠沈管に移し、

ヘキサン10mlを加えて 5分間激しく振り混ぜた後、

1 分間 4,000 回転で 2 分間遠心分離を行い、ヘキサ

ン層を分取する。この操作を更に 3 回繰り返し、全

ヘキサン層を合わせる。これに硫酸ナトリウム（無

水）約 5g を加えてよく振り混ぜた後、ガラスろ過

器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号 G2）
に適合するもの）を用いてろ過し、ろ液を 100ml
のナス型フラスコに採り、ロータリーエバポレータ



evaporator at 50℃. Add 10 ml of acetone to dissolve the residue 
by whole pipette, and use the solution as the test solution for 
gas chromatography. 

2, Test procedure 
Use a gas chromatograph with an electron capture detector (ECD). 
Inject 1 µl of the test solution to gas chromatograph under the 

following condition 1 and 2. Compare the chromatograms with 
those obtained by injecting 1 µl of the standard N-methylated 
DTTB solution. If the test solution gives a peak having the same 
retention time as that of the standard N-methylated DTTB 
solution under either two conditions, measure the peak areas, P 
and Ps, obtained from the chromatograms of test solution and that 
of the standard N-methylated DTTB solution, respectively, under 
a suitable condition 1 or 2. The amount of DTTB in 1g of sample 
shall not be more than 30 µg. 

 
 
 
The amount of DTTB in 1g of a sample (µg) = K×(P/Ps)×10×

(1/Weight of a sample (g)) 
K : Concentration of DTTB in the standard N-methylated DTTB 

solution (µg/ml) 
Condition 1 : 

Column career; Wash kieselguhr (sieve : 149 ~ 177 µm) with 6 
mol/l HCl (aq) for 2 hours in reflux, and wash it with 
purified water until pH of effluent become neutral. Wash it 
with alcoholic base, and with purified water until pH of 
effluent become neutral again. After drying, methylsilylate 
it. 

Column filler; The column career with 2% of dimethyl silicon 
gum 

Column tube; Use a grass tube having the following property; 
internal diameter 3 mm, length 1500 mm. 

ーを用いて 50℃でヘキサンを除去する。残留物にア

セトン 10ml を正確に加えて溶かし、これを試験溶

液とする。 
2 試験 

電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフを用いる。 
試験溶液及び 4，6―ジクロル―7―（2，4，5―ト

リクロルフエノキシ）―2―トリフルオルメチルベン

ズイミダゾール（以下「DTTB」という。）の N―メ

チル化体標準液を正確にそれぞれ 1µl 採り、次の操作

条件 1 及び 2 で試験を行い、得られたクロマトグラム

のピークを比較する。DTTB の N―メチル化体標準液

の保持時間と一致する保持時間を持つピークが、いず

れの操作条件においても存在する場合は、そのピーク

についていずれか適切な条件のもとに得られたクロマ

トグラム上で試験溶液のピーク面積P及びDTTBのN
―メチル化体標準液のピーク面積 Ps を測定する。こ

のとき、次式により計算する試料 1g についての DTTB
含有量は 30µg 以下でなければならない。 

試料 1g についての DTTB 含有量(µg)＝K×(P／Ps)
×10×(1／試料採取量(g)) 

ただし、K：DTTB の N―メチル化体標準液の DTTB
としての濃度(µg／ml) 
操作条件 1 

カラム担体 ケイソウ土（標準網フルイ 149～
177µm）を 6mol／l 塩酸で 2 時間還流して洗い、

次いで精製水で流出液が中性となるまで洗つた

後、アルコール性塩基で洗い、更に精製水で流出

液が中性となるまで洗つた後、乾燥し、メチルシ

リル化処理を施す。 
カラム充てん剤 カラム担体に対してガスクロマト

グラフ用ジメチルシリコンゴムを 2％含ませる。 
カラム管 内径 3mm、長さ 1,500mm のガラス管を

用いる。 



Column temperature; 200℃ 
Temperature of the injector and the detector; 250℃ 
Career gas; Use high purified N2. Adjust the flow rate so that 

the retention times of N-methylated DTTB are around 11.7 
and around 12.4 minutes. 

Condition 2 : 
Follow the condition 1 except the following. 
 
Column filler; The column career with 1.5% of 50% phenyl 

silicon for gas chromatography and with 2% of 50% 
trifluoropropyl silicon for gas chromatography. 

 
Column temperature; 225℃ 
Career gas; Use high purified N2. Adjust the flow rate so that 

the retention times of N-methylated DTTB are around 15.9 
and around 19.3 minute. 

3, Reagents, standard solution etc.  
(1) 10% NaOH (aq) 

Dissolve 100 g of NaOH (Prime grade reagent under JIS) in 
1000ml of purified water. 

(2) Ethyl ether 
Use ethyl ether, conforming to the following test. 
Vacuum-concentrate 300 ml of ethyl ether to 5 ml by a 

rotary evaporator. In testing 5 µl of the concentrate according 
to the method of “2, Test procedure”, heights of peaks, 
excluding ethyl ether, shall not be higher than that of 2×10－

11 g of γ–BHC. 
 

(3) Anhydrous Na2SO4 
Use anhydrous Na2SO4, conforming to the following test. 
Suspend 20 g of anhydrous Na2SO4 in 100 ml of hexane. 

Repeat the following procedure (extraction) six times; shake 
it for 1 minute, and leave it for 10 minutes. After extraction, 

カラム温度 200℃ 
試験溶液注入口及び検出器温度 250℃ 
キヤリヤーガス 高純度窒素を用いる。DTTB の N

―メチル化体が約 11.7 分及び 12.4 分で流出する

流速に調整する。  
操作条件 2 

次に示す操作条件以外は、操作条件 1 に示すところ

による。 
カラム充てん剤 カラム担体に対してガスクロマ

トグラフ用 50％フエニルシリコンを 1.5％、ガス

クロマトグラフ用 50％トリフルオルプロピルシ

リコンを 2％含ませる。 
カラム温度 225℃ 
キヤリヤーガス 高純度窒素を用いる。DTTB の N

―メチル化体が約 15.9 分及び 19.3 分で流出する

流速に調整する。 
3 試薬、標準液等 

(1) 10％水酸化ナトリウム溶液 
水酸化ナトリウム（日本工業規格試薬特級）100g

を精製水に溶かし、1,000ml としたものを用いる。 
(2) エチルエーテル 

次の試験に適合するエチルエーテルを用いる。 
エチルエーテル 300ml をロータリーエバポレー

ターを用いて 5ml に減圧濃縮し、その 5µl を採り、

2 試験に準じて試験を行うとき、クロマトグラム

上のエチルエーテル以外のピークの高さは、2×10
－11g のγ―BHC が示すピークの高さ以下でなけれ

ばならない。 
(3) 硫酸ナトリウム（無水） 

次の試験に適合する硫酸ナトリウム（無水）を用いる。 
硫酸ナトリウム（無水）を 20g 採り、へキサン

100ml に懸濁する。1 分間振り混ぜた後 10 分間静

置する操作を 6 回繰り返した後、ヘキサンを分取す



fractionate the hexane layer. Wash the residue with a small 
portion of hexane, and combine the washings to the hexane 
layer. Vacuum-concentrate the combined hexane to 5 ml by a 
rotary evaporator. In testing 5 µl of the concentrate according 
to the method of “2, Test procedure”, heights of peaks, 
excluding ethyl ether, shall not be higher than that of 2×10－

11 g of γ–BHC. 
(4) 1 mol/l NaOH (aq) 

Dissolve 40 g of NaOH (Prime grade reagent under JIS) in 
purified water, and dilute the solution to 1000ml with 
purified water. 

(5) Dimethyl sulfate 
Use the 1st-grade reagent under JIS. 

(6) Hexane 
Use hexane, conforming to the following test. 
Vacuum-concentrate 300 ml of hexane to 5 ml by a rotary 

evaporator. In testing 5 µl of the concentrate according to the 
method of “2, Test procedure”, heights of peaks, excluding 
hexane, shall not be higher than that of 2×10－11 g of γ–BHC. 
 

(7) Acetone 
Use acetone, conforming to the following test. 
Vacuum-concentrate 300 ml of acetone to 5 ml by a rotary 

evaporator. In testing 5 µl of the concentrate according to the 
method of “2, Test procedure”, heights of peaks, excluding 
acetone, shall not be higher than that of 2×10－11 g of γ–BHC. 
 

(8) DTTB standard 
Colorless granular crystal. The melting point is 156 ~ 158℃. 

(9) Standard N-methylated DTTB solution 
Dissolve 10 mg of the DTTB standard in acetone, dilute the 

solution to 500ml with acetone, and remove the solvent from 1 
ml of the solution. Use the acetone solution as the standard 

る。更にその硫酸ナトリウム（無水）をヘキサン少

量で洗い、洗液をこれに合わせる。このヘキサンの

全量をロータリーエバポレーターを用いて 5ml に
減圧濃縮し、その 5µl を採り、2 試験に準じて試

験を行うとき、クロマトグラム上のヘキサン以外の

ピークの高さは、2×10－11g のγ―BHC が示す高さ

以下でなければならない。 
(4) 1mol／l 水酸化ナトリウム溶液 

水酸化ナトリウム（日本工業規格試薬特級）40g を

精製水に溶かし、1,000ml としたものを用いる。 
 

(5) ジメチル硫酸 
日本工業規格試薬 1 級を用いる。 

(6) ヘキサン 
次の試験に適合するヘキサンを用いる。 
ヘキサン 300ml をロータリーエバポレーターを用

いて 5ml に減圧濃縮し、その 5µl を採り、2 試験に

準じて試験を行うとき、クロマトグラム上のヘキサン

以外のピークの高さは、2×10－11g のγ―BHC が示す

ピークの高さ以下でなければならない。 
(7) アセトン 

次の試験に適合するアセトンを用いる。 
アセトン 300ml をロータリーエバポレーターを用

いて 5ml に減圧濃縮し、その 5µl を採り、2 試験に

準じて試験を行うとき、クロマトグラム上のアセトン

以外のピークの高さは、2×10－11g のγ―BHC が示す

ピークの高さ以下でなければならない。 
(8) DTTB 標準品 

無色粒状結晶。融点は 156～158℃である。 
(9) DTTB の N―メチル化体標準液 

DTTB 標準品 10mg を正確に量り採り、アセトンに

溶かし正確に 500ml とする。その液 1ml を正確に採

り、溶媒を除去し、1 試験溶液の調製(2) N―メチ



N-methylated DTTB solution, obtained by treating the residue 
according to the method of the section 1, (2). Prepare it before 
use. 

(10) Kieselguhr 
Use kieselguhr refined for gas chromatography. 

 
(11) 6 mol/l HCl 

Dilute HCl (Prime grade reagent under JIS) about two-fold 
with purified water. 

(12) Purified water 
Use the purified water conforming to the Japanese Pharmacopeia. 

(13) High purified N2 
Use the 2nd grade gas under JIS. 

 

ル化の場合と同様に操作して得られたアセトン溶液を

DTTB の N―メチル化体標準液とする。用時調製する。 
 

(10) ケイソウ土 
ケイソウ土をガスクロマトグラフ用に精製したもの

を用いる。 
(11) 6mol／l 塩酸 

塩酸（日本工業規格試薬特級）を精製水で約 2 倍に

薄めたものを用いる。 
(12) 精製水  

日本薬局方精製水を用いる。 
(13) 高純度窒素 

日本工業規格の高純度窒素 2 級を用いる。 
 

●Dibenz[a,h]anthracene 
A : Household Products 

Wood preservatives and termiticides containing creosote oil, for 
household use 

B : Criteria 
The above-mentioned household products shall satisfy the 

following test. 
1, Preparation of Test Solution 

Pour about 0.5 g of a sample into a 50 ml round-bottomed flask 
through a silica-gel-packed mini-cartridge-column. Pour about 10 
ml of CH2Cl2 into the column, and combine the effluent to the 
flask. Concentrate the combined effluent to about 2 ml by a rotary 
evaporator at 50℃. Transfer the concentrate into a measuring 
flask, dilute the concentrate to 5 ml with CH2Cl2, and use the 
solution as the test solution for gas chromatography. 

 
 

2, Test procedure 
Use a gas chromatograph-mass spectrometer [GC-MS]. Add 0.5 

有害物質：ジベンゾ［a，h］アントラセン 
家庭用品： 

クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材

防虫剤 
基準： 

左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合

しなければならない。 
1 試験溶液の調製 

試料約 0.5g を正確に量り採り、これをシリカゲルを

充てんしたミニカートリツジカラムに流し込み、50ml
のナス型フラスコに採る。さらに、そのミニカートリ

ツジカラムにジクロルメタン 10ml を流し込み、前述

のナス型フラスコに加える。その液について、ロータ

リーエバポレーターを用いて 50℃で約 2ml になるま

でジクロルメタンを除去し、これをメスフラスコに移

し、ジクロルメタンを加えて全量を正確に 5ml とした

ものを試験溶液とする。 
2 試験 

ガスクロマトグラフ質量分析計を用いる。試験溶液



ml of the internal standard into the tubes, containing 2 ml of the 
test solution and 2 ml of the standard dibenz[a,h]anthracene 
solution, separately. Inject 1 µl of the test solution and the 
standard dibenz[a,h]anthracene solution to GC-MS under the 
following condition. If the test solution gives a monitor-ion peak 
having the same retention time as that of the standard 
dibenz[a,h]anthracene solution, calculate the rate (Rt) of the peak 
area, correspond to dibenz[a,h]anthracene, to that of the internal 
standard, and the rate (Rs) of the peak area, correspond to 
dibenz[a,h]anthracene and obtained from the standard 
dibenz[a,h]anthracene solution, to that of the internal standard. 
The amount of dibenz[a,h]anthracene in 1g of sample, calculated 
by the following formula, shall not be more than 10 µg. 

 
The amount of dibenz[a,h]anthracene in 1g of a sample (µg) = K

×(Rt／Rs)×5×(1/Weight of a sample (g)) 
K : Concentration of standard dibenz[a,h]anthracene solution 

(µg/ml) 
Condition : 

Column tube; Use a capillary column having the following 
property; internal diameter 0.25 mm, length 30 m, film 
thickness 0.25 µm, liquid phase 5% phenylmethylpolysiloxane. 

Column temperature; Leave the column at 60℃ for 2 
minutes, warm it at rate of 25℃ per a minute, leave it at 
300℃ for 6 minutes. 

Temperature of the injector; 280℃ 
Career gas; Use high purified He. Adjust the flow rate so that 

the retention times of dibenz[a,h]anthracene are around 15 
~ 16 minutes. 

Injection method; Splitless 
Monitor ion; In general, “dibenz[a,h]anthracene 

278”should be selected. But it may be desirable that the 
appropriate peak, having the specificity to the substances 

及びジベンゾ［a，h］アントラセン標準液 2ml をそれ

ぞれ正確に試験管に採り、内部標準液 0.5ml を加え、

それぞれの試験管から 1µl を採り、次の操作条件で試

験を行う。試験溶液を測定し、得られたクロマトグラ

ム上で、標準液のジベンゾ［a，h］アントラセンのモ

ニターイオンのピークと保持時間が一致するピークが

存在する場合は、ジベンゾ［a，h］アントラセンに相

当するピーク面積の内部標準物質のピーク面積に対す

る比（Rt）を求める。同時に、標準液において得られ

たクロマトグラム上でのジベンゾ［a，h］アントラセ

ンのピーク面積の内部標準物質のピーク面積に対する

比（Rs）を求める。このとき、次式により計算する試

料 1g についてのジベンゾ［a，h］アントラセンの量

は、10µg 以下でなければならない。 
試料 1g についてのジベンゾ［a，h］アントラセン

の含有量(µg)＝K×(Rt／Rs)×5×(1／試料採取量(g)) 
ただし、K：ジベンゾ［a，h］アントラセン標準液

の濃度(µg／ml) 
操作条件 

カラム管 内径 0.25mm、長さ 30m、膜厚 0.25µm
の 5％フエニルメチルポリシロキサンを液相とす

るキヤピラリーカラムを用いる。 
カラム温度 60℃で 2 分間保持し、その後毎分 25℃

で昇温し、300℃に到達後 6 分間保持する。 
 
試験溶液注入口温度 280℃ 
キヤリヤーガス 高純度ヘリウムを用いる。ジベン

ゾ［a，h］アントラセンが約 15～16 分で流出す

る流速に調整する。 
注入方法 スプリツトレス方式 
モニターイオン 原則として「ジベンゾ［a，h］ア

ントラセン 278」を選択すべきであるが、使用す

る装置、カラム等により、対象とする物質に特異



and having the high ionic strength, depending on the 
devices, column etc., is selected. 

3, Reagents, standard solution etc.  
(1) CH2Cl2 

Use the Prime grade reagent under JIS. 
(2) Standard dibenz[a,h]anthracene solution 

Dissolve 0.010 g of dibenz[a,h]anthracen in CH2Cl2. Dilute 
the solution to 100ml with CH2Cl2. Dilute 1 ml of the deluted 
solution to 100ml with CH2Cl2. 

 
 
(3) Internal standard 

Use a substance, of which a monitor ion has the different 
retention time from that of the other polycyclic aromatic 
hydrocarbon. For example, acenaphthene-d10, 
phenanthrene-d10, chrysene-d12 are applicable. Dissolve 0.010 
g of the substance in CH2Cl2. Dilute the solution to 100ml with 
CH2Cl2. Dilute 5 ~ 20 ml of the solution to 100ml with CH2Cl2. 

 
 
 
(4) High purified He 

Purity; not less than 99.999%. 
 

A : Household Products 
Wood treated with antiseptics and termiticides, treated with 

creosote oil and mixture of creosote oil 
B : Criteria 

The above-mentioned household products shall satisfy the 
following test. 
1, Preparation of Test Solution 

Put 1 g of a sample, scraped from the surface of a sample and 
cut into small pieces, into a glass tube. Add 20 ml of CH2Cl2 to the 

性が高く、かつ、イオン強度が高いフラグメント

イオンを適切に選択することが望ましい。 
3 試薬、標準液等 

(1) ジクロルメタン 
日本工業規格試薬特級を用いる。 

(2) ジベンゾ［a，h］アントラセン標準液 
ジベンゾ［a，h］アントラセン 0.010g を正確に

量り採り、ジクロルメタンを加えて溶かし、正確に

100ml とする。その 1ml を採り、ジクロルメタンを

加えて正確に 100ml としたものをジベンゾ［a，h］
アントラセン標準液とする。 

(3) 内部標準液 
内部標準物質として、そのモニターイオンが対象

物質に含有される他の多環芳香族炭化水素等のフラ

グメントイオンとクロマトグラム上で重複しないよ

うなものを選択する。アセナフテン―d10、フエナン

トレン―d10、クリセン―d12 等を用いることができ

る。その内部標準物質 0.010g を正確に量り採り、ジ

クロルメタンを加えて溶かし、正確に 100ml とする。

その 5～20ml を採り、ジクロルメタンを加えて正確

に 100ml としたものを内部標準液とする。 
(4) 高純度ヘリウム 

純度 99.999％以上のものを用いる。 
 

家庭用品： 
クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防

腐木材及び防虫木材 
基準： 

左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合

しなければならない。 
1 試験溶液の調製 

試料の表面部分を削り取り細かく刻んだもの約 1.0g
をガラス管に採り、ジクロルメタン 20ml を加えて、37℃



tube, and leave it for 24 hours for extraction. Filter the extract 
into a 100 ml round-bottomed flask with a filter paper. Wash the 
residue with 10 ~ 20 ml of CH2Cl2, and combine the washings to 
the flask. Concentrate the combined solution to about 2 ml by a 
rotary evaporator at 50℃. Pour the concentrate into a 50 ml 
round-bottomed flask through silica-gel-packed 
mini-cartridge-column. Pour about 10 ml of CH2Cl2 into the 
column, and combine the effluent to the flask. Concentrate the 
combined effluent to about 2 ml by a rotary evaporator at 50℃, 
transfer the concentrate into a measuring flask (when the sample 
contains high concentration of the substance, pour a certain 
amount of the fluent into a measuring flask directly, without the 
removal procedure). Add CH2Cl2 to 5 ml as total volume, and use 
the solution as the test solution for gas chromatography (dilute 
the test solution with CH2Cl2, to fall in the range of calibration 
curve). 

 
2, Test procedure 

Use a gas chromatograph-mass spectrometer [GC-MS]. Add 0.5 
ml of the internal standard into the tubes, containing the test 
solution and 2 ml of the standard dibenz[a,h]anthracene solution, 
separately. Inject 1 µl of the test solution and the standard 
dibenz[a,h]anthracene solution to GC-MS under the following 
condition, separately. If the test solution gives a monitor-ion peak 
having the same retention time as that of the standard 
dibenz[a,h]anthracene solution, calculate the rate (Rt) of the peak 
area, correspond to dibenz[a,h]anthracene, to that of the internal 
standard, and the rate (Rs) of the peak area, correspond to 
dibenz[a,h]anthracene and obtained from the standard 
dibenz[a,h]anthracene solution, to that of the internal standard. 
The amount of dibenz[a,h]anthracene in 1g of sample, calculated 
by the following formula, shall not be more than 3 µg. 

 

で 24 時間静置して抽出する。抽出液はろ紙でろ過し、

100ml のナス型フラスコに採る。抽出後の試料はジクロ

ルメタン 10～20ml で洗い、この洗液を前述のろ液に合

わせる。その液について、ロータリーエバポレーターを

用いて 50℃で約 2ml になるまでジクロルメタンを除去

し、これをシリカゲルを充てんしたミニカートリツジカ

ラムに流し込み、50ml のナス型フラスコに採る。さら

に、そのミニカートリツジカラムにジクロルメタン10ml
を流し込み、前述のナス型フラスコに加える。その液に

ついて、ロータリーエバポレーターを用いて 50℃で約

2ml になるまでジクロルメタンを除去し、これをメスフ

ラスコに移し（試料中に対象物質が高濃度で含まれると

認められる場合は、この除去操作を行わず、一定量の溶

出液を直接メスフラスコに採る。）、ジクロルメタンを

加えて全量を正確に 5ml としたものを試験溶液とする

（検量線の範囲に収まるように、適宜ジクロルメタンで

希釈する。）。 
2 試験 

ガスクロマトグラフ質量分析計を用いる。試験溶液

及びジベンゾ［a，h］アントラセン標準液 2ml をそれ

ぞれ正確に試験管に採り、内部標準液 0.5ml を加え、

それぞれの試験管から 1µl を採り、次の操作条件で試

験を行う。試験溶液を測定し、得られたクロマトグラ

ム上で、標準液のジベンゾ［a，h］アントラセンのモ

ニターイオンのピークと保持時間が一致するピークが

存在する場合は、ジベンゾ［a，h］アントラセンに相

当するピーク面積の内部標準物質のピーク面積に対す

る比（Rt）を求める。同時に、標準液において得られ

たクロマトグラム上でのジベンゾ［a，h］アントラセ

ンのピーク面積の内部標準物質のピーク面積に対する

比（Rs）を求める。このとき、次式により計算する試

料 1g についてのジベンゾ［a，h］アントラセンの量

は、3µg 以下でなければならない。 



The amount of dibenz[a,h]anthracene in 1g of a sample (µg) = K
×(Rt／Rs)×5×(1/Weight of a sample (g)) 

K : Concentration of the standard dibenz[a,h]anthracene 
solution (µg /ml) 

Condition : 
Column tube; Use a capillary column having the following 

property; internal diameter 0.25 mm, length 30 m, film 
thickness 0.25 µm, liquid phase 5% phenylmethylpolysiloxane. 

Column temperature; Leave the column at 60℃ for 2 
minutes, warm it at rate of 25℃ per a minute, leave it at 
300℃ for 6 minutes. 

Temperature of the injector; 280℃ 
Career gas; Use high purified He. Adjust the flow rate so that 

the retention times of dibenz[a,h]anthracene are around 15 
~ 16 minutes. 

Injection method; Splitless 
Monitor ion; In general, “dibenz[a,h]anthracene 

278”should be selected. But it may be desirable that the 
appropriate peak, having the specificity to the substances 
and having the high ionic strength, depending on the 
devices, column etc., is selected. 

3, Reagents, standard solution etc.  
(1) Glass tube 

Content 30 ~ 50 ml, capable to seal hermetically. 
(2) CH2Cl2 

Use the Prime grade reagent under JIS. 
(3) Standard dibenz[a,h]anthracene solution 

Dissolve 0.010 g of dibenz[a,h]anthracene in CH2Cl2, dilute 
the solution to 100 ml with CH2Cl2. Dilute 1 ml of the deluted 
solution to 100 ml. 
 
 

(4) Internal standard 

試料 1g についてのジベンゾ［a，h］アントラセン

の含有量(µg)＝K×(Rt／Rs)×5×(1／試料採取量(g)) 
ただし、K：ジベンゾ［a，h］アントラセン標準液

の濃度(µg／ml) 
操作条件 

カラム管 内径 0.25mm、長さ 30m、膜厚 0.25µm
の 5％フエニルメチルポリシロキサンを液相とす

るキヤピラリーカラムを用いる。 
カラム温度 60℃で 2 分間保持し、その後毎分 25℃

で昇温し、300℃に到達後 6 分間保持する。 
 
試験溶液注入口温度 280℃ 
キヤリヤーガス 高純度ヘリウムを用いる。ジベン

ゾ［a，h］アントラセンが約 15～16 分で流出す

る流速に調整する。 
注入方法 スプリツトレス方式 
モニターイオン 原則として「ジベンゾ［a，h］ア

ントラセン 278」を選択すべきであるが、使用す

る装置、カラム等により、対象とする物質に特異

性が高く、かつ、イオン強度が高いフラグメント

イオンを適切に選択することが望ましい。 
3 試薬、標準液等 

(1) ガラス管 
内容量 30～50ml で密せんのできるもの。 

(2) ジクロルメタン 
日本工業規格試薬特級を用いる。 

(3) ジベンゾ［a，h］アントラセン標準液 
ジベンゾ［a，h］アントラセン 0.010g を正確に

量り採り、ジクロルメタンを加えて溶かし、正確に

100ml とする。その 1ml を採り、ジクロルメタンを

加えて正確に 100ml としたものをジベンゾ［a，h］
アントラセン標準液とする。 

(4) 内部標準液 



Use a substance, of which a monitor ion has the different 
retention time from that of the other polycyclic aromatic 
hydrocarbon. For example, acenaphthene-d10, 
phenanthrene-d10, chrysene-d12 are applicable. Dissolve 0.010 
g of the substance in CH2Cl2. Dilute the solution to 100ml with 
CH2Cl2. Dilute 5 ~ 20 ml of the solution to 100ml with CH2Cl2. 

 
 
 
(5) High purified He 

Purity; not less than 99.999%. 
(6) Filter paper 

Use a filter paper for chemical analysis, provided by JIS. 
 

 

内部標準物質として、そのモニターイオンが対象物

質に含有される他の多環芳香族炭化水素等のフラグ

メントイオンとクロマトグラム上で重複しないよう

なものを選択する。アセナフテン―d10、フエナント

レン―d10、クリセン―d12 等を用いることができる。

その内部標準物質 0.010g を正確に量り採り、ジクロ

ルメタンを加えて溶かし、正確に 100ml とする。そ

の 5～20ml を採り、ジクロルメタンを加えて正確に

100ml としたものを内部標準液とする。 
(5) 高純度ヘリウム 

純度 99.999％以上のものを用いる。 
(6) ろ紙 

日本工業規格に規定される化学分析用のものを

用いる。 
 

●Potassium Hydroxide or Sodium Hydroxide 
A : Household Products 

Liquid cleaner for household use (excluding products, which fall 
under Deleterious Substances, containing potassium hydroxide or 
sodium hydroxide) 

B : Criteria 
The above-mentioned household products shall satisfy the 

following test. 
1, Preparation of Test Solution 

Put about 5 g of a sample into a 50 ml measuring flask, dilute 
the sample to 50 ml with purified water. Drop 10 ml of 3% H2O2 
(aq) into 10 ml of the solution with stirring, boil it for 2 minutes 
on open fire, and use it as the test solution. 

2, Test procedure 
Titrate the test solution with 0.1 mol/l HCl (aq), using 2 drops of 

the methyl orange reagent as an indicator (V (ml) = the amount of 
0.1 mol/l HCl (aq) for neutralizing the test solution). Titrate 10 ml 
of 3% H2O2 (aq), boiled for 2 minutes on open fire before the 

有害物質：水酸化カリウム又は水酸化ナトリウム 
家庭用品： 

家庭用の洗浄剤で液体状のもの（水酸化カリウム又は水

酸化ナトリウムを含有する製剤たる劇物を除く。） 
基準： 

左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合し

なければならない。 
1 試験溶液の調製 

試料約 5g を精密に量り採り、50ml のメスフラスコに

入れ、精製水を加えて正確に 50ml とする。その 10ml を
正確に採り、かき混ぜながら 3％過酸化水素水 10ml を滴

下した後、直火で 2 分間煮沸し、これを試験溶液とする。 
2 試験 

試験溶液を、メチルオレンジ試薬 2 滴を指示薬とし

て 0.1mol／l 塩酸で滴定する。このとき、滴定に要し

た 0.1mol／l 塩酸の消費量を V(ml)とする。別に 3％
過酸化水素水 10ml を採り、直火で 2 分間煮沸した後、

同様に操作したとき滴定に要した 0.1mol／l 塩酸の消



titration, in the same manner as the test solution (V0 (ml) = the 
amount of 0.1 mol/l HCl (aq) for neutralizing the H2O2 (aq)). The 
amount of 0.1 mol/l HCl (aq), required to neutralize KOH or NaOH 
in 1 g of the sample, shall not be more than 13 ml, calculated by 
the following formula. 

The amount of 0.1 mol/l HCl (aq), required to neutralize KOH or 
NaOH in 1 g of the sample (ml) = (V－V0)F×5×(1/Weight of a 
sample (g)) 

F : Titer of 0.1 mol/l HCl (aq) 
3, Reagents, standard solution etc.  

(1) Purified water 
Use purified water conforming to the Japanese 

Pharmacopeia, prescribed in the Pharmaceutical Affairs Act 
(Act No. 145 of 1960). 

(2) 3% H2O2 (aq) 
Dilute H2O2 (Prime grade reagent under JIS (pursuant to the 

Industrial Standardization Act (Act No. 185 of 1949))) ten-fold 
with purified water. Prepare it before use. 

. 
(3) Methyl orange reagent 

Dissolve 0.1 g of methyl orange (Prime grade reagent under 
JIS) in purified water. Dilute the solution to 100ml with 
purified water. Prepare it before use. 

(4) 0.1 mol/l HCl (aq) 
Use the standard solution for volumetric analysis, conforming 

to the Japanese Pharmacopeia. 
 

費量を Vo(ml)とする。このとき、次式により計算する

試料 1g 中の水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを

中和するのに要する 0.1mol／l 塩酸消費量は 13ml 以
下でなければならない。 

試料 1g 中の水酸化カリウム又は水酸化ナトリウム

を中和するのに要する 0.1mol／l 塩酸消費量(ml)＝(V
－Vo)F×5×(1／試料採取量(g)) 

ただし、F：0.1mol／l 塩酸の力価 
3 試薬、標準液等 

(1) 精製水 
薬事法（昭和 35 年法律第 145 号）に規定する日

本薬局方（以下「日本薬局方」という。）精製水を

用いる。 
(2) 3％過酸化水素水 

過酸化水素水（工業標準化法（昭和 24 年法律第

185 号）に基づく日本工業規格（以下「日本工業規

格」という。）試薬特級）を精製水で 10 倍に薄め

たものを用いる。用時調製する。 
(3) メチルオレンジ試薬 

メチルオレンジ（日本工業規格試薬特級）0.1g に

精製水を加えて溶かし、100ml としたものを用い

る。用時調製する。 
(4) 0.1mol／l 塩酸 

日本薬局方容量分析用標準液を用いる。 
 

●Tetrachloroethylene 
A : Household Products 

Aerosol products for household use 
Cleaner for household use 

B : Criteria 
The above-mentioned household products shall satisfy the 

有害物質：テトラクロロエチレン 
家庭用品： 

家庭用エアゾル製品 
家庭用の洗浄剤 

基準： 
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合し



following test. 
1, Test procedure 

Use a gas chromatograph with ECD. 
Add each 20 ml of ethanol into two separate cylindrical 

narrow-mouth grass bottle with a rubber stopper. Add 1.00 g of 
the sample (In the case of an aerosol product for household use, 
use the content sprayed into an ice-cold 200 ml flask in a draft 
chamber.) into one of the bottle, and 1.0 ml of the standard 
tetrachloroethylene solution into the other bottle. Add 1.0 ml of 
the internal standard 1, 1, 1, 2-tetrachloroethane solution into 
each grass bottle. Cap the bottles with a rubber stopper, and seal 
them with aluminum bands. Incubate the bottles in a water bath 
at 30℃ for 30 minutes with gentle shake (avoid the content 
touching the rubber stopper). 

Inject 3 µl of the solution of the sample (“the sample 
solution”below) to gas chromatograph under the following 
condition. Compare the chromatograms with those obtained by 
injecting 3 µl of the solution of the standard tetrachloroethylene 
solution. If the sample solution gives a peak having the same 
retention time as tetrachloroethylene, measure the peak heights 
HT (for tetrachloroethylene) and HTI (for 1, 1, 1, 2-tetrachloroethane) 
of the sample solution, and calculate their rate (RT = HT/HTI). In 
the same manner, measure the peak heights HS (for 
tetrachloroethylene) and HSI (for 1, 1, 1, 2-tetrachloroethane) of 
the solution of the standard tetrachloroethylene solution, and 
calculate their rate (RS = HS / HSI). Repeat the same measurement 
3-times for each bottle, and calculate RT and RS (means of RT and 
RS, respectively) The amount of tetrachloroethylene in the sample 
shall not be more than 0.1 w/w%, calculated by the following 
formula. 

 
The amount of tetrachloroethylene (w/w%) = K×(RT/RS)× 

(1/Weight of a sample (g)) 

なければならない。 
1 試験 

電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフを用いる。 
ゴムせん付き細口円筒形のガラスびん 2 個に、それ

ぞれエタノール 20ml を入れた後、一方のガラスびん

に試料（家庭用エアゾル製品にあつては、200ml のフ

ラスコを氷冷し、ドラフト内で内容液をフラスコ内に

噴出させたもの）1.00g を正確に量り採り、他方のガ

ラスびんにテトラクロロエチレン標準液 1.0ml を正確

に加える。それぞれに、1，1，1，2―テトラクロロエ

タン内部標準液 1.0ml を正確に加えた後、ゴムせんを

アルミキャップで巻き締めて密せんし、30℃の水浴中

にガラスびんの首まで入れ、液がゴムせんに付着しな

いように穏やかに振り混ぜながら 30 分間加温する。 
試料又はテトラクロロエチレン標準液を入れたガラ

スびんから、ヘッドスペースガスをそれぞれ正確に

3µl 採り、次の操作条件で試験を行い、得られたクロ

マトグラムのピークを比較する。試料のクロマトグラ

ム上にテトラクロロエチレンの保持時間と一致する保

持時間を持つピークが存在する場合は、試料のクロマ

トグラム上でのテトラクロロエチレンに相当するピー

クの高さ HT と 1，1，1，2―テトラクロロエタンのピ

ークの高さ HTI を測定し、その比 RT＝HT／HTI を求め

る。同時に、テトラクロロエチレン標準液のクロマト

グラム上でのテトラクロロエチレンのピークの高さ

HS と 1，1，1，2―テトラクロロエタンのピークの高

さ HSI を測定し、その比 RS＝HS／HSI を求める。測定

は同一のガラスびんについて 3 回繰り返し行い、平均

値 RT 及び RS を求める。このとき、次式により計算す

る試料中のテトラクロロエチレンの含有量は 0.1W／

W％以下でなければならない。 
テトラクロロエチレン含有量(W／W％)＝K×(RT／

RS)×(1／試料採取量(g)) 



K : Concentration of the standard tetrachloroethylene solution 
(w/v%) 

Condition : 
Column career; Use kieselguhr (sieve : 177 ~ 250 µm). 
 
Column tube; Use a grass tube having the following property; 

internal diameter 3 mm, length 3000 mm. 
Column filler; The column career with 10% of dimethyl silicon 

for gas chromatograph 
Column temperature; 70℃ 
Temperature of the injector and the detector; 180℃ 
Career gas; Use high purified N2. Adjust the flow rate so that 

the retention time of 1, 1, 1, 2-tetrachloroethane is around 
12 ~ 13 minutes. 

3, Reagents, standard solution etc.  
(1) Cylindrical narrow-mouth grass bottle with a rubber stopper 

Use a 100 ml glass bottle. 
(2) Ethanol 

Use the Prime grade reagent under JIS. 
(3) Standard tetrachloroethylene solution 

Dissolve 1.00 g of tetrachloroethylene (purity: not less than 
99%) in a small portion of hexane (Prime grade reagent under 
JIS). Dilute the solution to 100ml with hexane. Dilute 10 ml of 
the diluted solution to 100ml with hexane. 

 
 
 

(4) Internal standard 1, 1, 1, 2-tetrachloroethane solution 
Dissolve 1.2 g of 1, 1, 1, 2-tetrachloroethane (purity: not less 

than 99%) in a small portion of hexane. Dilute the solution to 
100ml with hexane. Dilute 10 ml of the diluted solution to 
100ml with hexane. 

 

ただし、K：テトラクロロエチレン標準液の濃度(W
／V％) 
操作条件 

カラム担体 ケイソウ土（標準網フルイ 177～
250µm）を用いる。 

カラム管 内径 3mm、長さ 3,000mm のガラス管を

用いる。 
カラム充てん剤 カラム担体に対してガスクロマ

トグラフ用ジメチルシリコンを 10％含ませる。 
カラム温度 70℃ 
注入口及び検出器温度 180℃ 
キヤリヤーガス 高純度窒素を用いる。1，1，1，2

―テトラクロロエタンが約 12～13 分間で流出す

る流速に調整する 
3 試薬、標準液等 

(1) ゴムせん付き細口付き円筒形のガラスびん 
内容量 100ml のものを用いる。 

(2) エタノール 
日本工業規格試薬特級を用いる。 

(3) テトラクロロエチレン標準液 
あらかじめ少量のヘキサン（日本工業規格試薬特

級、以下この項において同じ。）を入れておいた

100ml のメスフラスコにテトラクロロエチレン（純

度 99％以上のもの）1.00g を正確に量り採り、ヘキ

サンを加えて正確に 100ml とする。この液 10ml を
採り、ヘキサンを加えて正確に 100ml としたものを

テトラクロロエチレン標準液とする。 
(4) 1，1，1，2―テトラクロロエタン内部標準液 

あらかじめ少量のヘキサンを入れておいた

100ml のメスフラスコに 1，1，1，2―テトラクロ

ロエタン（純度 99％以上のもの）1.2g を正確に量

り採り、ヘキサンを加えて正確に 100ml とする。こ

の液 10ml を採り、へキサンを加えて正確に 100ml



 
 

(5) Kieselguhr 
Use kieselguhr refined for gas chromatography. 
 

(6) High purified N2 
Use the 2nd grade gas under JIS. 

 

としたものを 1，1，1，2―テトラクロロエタン内

部標準液とする。 
(5) ケイソウ土  

  ケイソウ土をガスクロマトグラフ用に精製した

ものを用いる。 
(6) 高純度窒素 

日本工業規格の高純度窒素 2 級を用いる。 
 

●Trichloroethylene 
A : Household Products 

Aerosol products for household use 
Cleaner for household use 

B : Criteria 
The above-mentioned household products shall satisfy the test, 

described in the ●tetrachloroethylene, B : Criteria. 
In this case, the word “tetrachloroethylene” shall be deemed to 

be replaced with “trichloroethylene”. 
 

有害物質：トリクロロエチレン 
家庭用品： 

家庭用エアゾル製品 
家庭用の洗浄剤 

基準： 
左に掲げる家庭用品は、テトラクロロエチレンの項基準

の欄の試験法による試験に適合しなければならない。 
この場合において、「テトラクロロエチレン」とあるの

は、「トリクロロエチレン」と読み替えるものとする。 
 

●Tris (1-aziridinyl)phosphine Oxide [APO] 
A : Household Products 

Textile products, such as nightclothes, bedding, curtains and floor mats 
B : Criteria 

The above-mentioned household products shall satisfy the 
following test. 
1, Preparation of Test Solution 

(1) Extraction 
Cut a textile sample from a part of product contacting with 

skin, and cut the sample into small pieces. Weigh accurately 1.0 
g of the pieces into 100 ml a round-bottomed flask (Ⅰ). Add 50 
ml of methanol into the flask, attach a reflux condenser to the 
flask, and incubate the flask in a water bath at 70℃ for 30 
minutes to extract. Filter the extract by grass filter (conforming 
to G2 grass filter under JIS) into a 100 ml round-bottomed flask 

有害物質：トリス（1―アジリジニル）ホスフインオキシド 
家庭用品： 

繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物 
基準： 

左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合し

なければならない。 
1 試験溶液の調製 

(1) 抽出 
身体と接触する繊維の部分を細かく切つたもの

を試料とし、その 1.0g を 100ml のナス型フラスコ

（Ⅰ）に正確に量り採り、メタノール 50ml を加え

た後、還流冷却器を付け、70℃の水浴中で 30 分間

抽出する。次に、この液をガラスろ過器（日本工業

規格のガラスろ過器（細孔記号 G2）に適合するも

の）を用いて温時ろ過し、ろ液を 100ml のナス型フ



(Ⅱ) with heating, and evaporate the filtrate to remove methanol 
by a rotary evaporator. 

(2) Refine 
Prepare an alumina column in the following manner. Add the 

suspension (5g of the Al2O3 for column chromatography 
(neutral) in CH2Cl2) into a grass column (internal diameter 10 
mm, length 300 mm), add about 1 g of anhydrous Na2SO4 on the 
column, and remove CH2Cl2, leaving small amount of CH2Cl2 on 
the column. 

Add 10 ml of CH2Cl2 into the flask (Ⅱ), and shake the flask 
strongly. Pour the solution onto the alumina column, elute with 
100 ml of CH2Cl2, and take about 100 ml of the first effluent into 
a 200ml round-bottomed flask. Evaporate the effluent to remove 
CH2Cl2 by a rotary evaporator. Add 2 ml of methanol to dissolve 
the residue by whole pipette, and use the solution as the test 
solution for gas chromatography. 

2, Test procedure 
Use a gas chromatograph with a flame photometric detector 

(FPD, interfering filter for phosphorus, wave length; 526 nm). 
Inject 5 µl of the test solution to gas chromatograph under the 

following condition. The test solution shall not give any peak 
having the same retention time as that of the standard of APO. 

 
Condition: 

Column career; Wash kieselguhr (sieve : 149 ~ 177 µm) with 6 
mol/l HCl (aq) for 2 hours in reflux, and wash it with purified 
water until pH of effluent become neutral. After drying it, 
methylsilylate it (Dip the washed kieselguhr in mixture 
(hexamethylsilylate : trimethylchlorosilane : pyridine = 3 : 1 : 
5, all reagent are prime grade reagents under JIS), wash the 
dipped kieselguhr, and dry it). 

 
 

ラスコ（Ⅱ）に採り、ロータリーエバポレーターを

用いてメタノールを除去する。 
(2) 精製 

内径 10mm、長さ 300mm の吸着管に、カラムク

ロマトグラフ用酸化アルミニウム（中性）5g をジク

ロルメタンに懸濁して入れ、次いでその上に硫酸ナ

トリウム（無水）約 1g を入れ、カラムの上端に少

量のジクロルメタンが残る程度までジクロルメタ

ンを流出させる。 
(1)のメタノールを除去したナス型フラスコ（Ⅱ）

にジクロルメタン 10ml を加えてよく振り混ぜ、この

液をカラムに流し込んだ後、ジクロルメタン 100ml
をカラムに流し込み、最初の流出液約100mlを200ml
のナス型フラスコに採り、ロータリーエバポレーター

を用いてジクロルメタンを除去する。残留物をメタノ

ール 2ml に溶かし、これを試験溶液とする。 
2 試験 

炎光光度型検出器（リン用干渉フイルター、波長

526nm）付きガスクロマトグラフを用いる。 
試験溶液を 5µl 採り、次の操作条件により試験を行

うとき、トリス（1―アジリジニル）ホスフインオキ

シド標準品の保持時間と一致する保持時間の位置にピ

ークを示してはならない。 
操作条件 

カラム担体 ケイソウ土（標準網フルイ 149～
177µm）を 6mol／l 塩酸で 2 時間還流して洗い、

次いで精製水で流出液が中性となるまで洗つた

後、乾燥し、メチルシラザン処理（へキサメチル

ジシラザン（日本工業規格試薬特級）、トリメチ

ルクロルシラン（日本工業規格試薬特級）及びピ

リジン（日本工業規格試薬特級）の混液（3：1：
5）に浸し、10 分間水洗して乾燥させる処理をい

う。以下同じ。）を施す。 



Column filler; The column career with 1% of polyethylene glycol 
for gas chromatography (molecular weight; 20000) 

 
Column tube; Use a grass tube having the following property; 

internal diameter 3 mm, length 1000 mm. 
Column temperature; 150 ~ 220℃, programming rate 10℃

/minute 
Temperature of the injector; 170℃ 
Temperature of the detector; 200℃ 
Career gas; Use high purified N2. Adjust the flow rate so that 

the retention time of APO is around 1.5 minutes. In addition, 
adjust the flow of H2 and air in the appropriate condition. 
 

3, Reagents, standard solution etc.  
(1) Methanol 

Use the Prime grade reagent under JIS. 
(2) Al2O3 for column chromatography (neutral) 

Water content: 10% 
pH: 6.0 ~ 8.0 (suspend 10 g of Al2O3 for column 

chromatography (neutral) in 90 ml of purified water) 
 

(3) CH2Cl2 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(4) Anhydrous Na2SO4 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(5) Standard of APO 
Purity; not less than 95% 
 
Boiling point; 90 ~ 91℃ (39.9 Pa) 

(6) Kieselguhr 
Use kieselguhr refined for gas chromatography. 
 

(7) 6 mol/l HCl 

カラム充てん剤 カラム担体に対してガスクロマ

トグラフ用ポリエチレングリコール（分子量

20,000 のもの）を 1％含ませる。 
カラム管 内径 3mm、長さ 1,000mm のガラス管を

用いる。 
カラム温度 150～220℃、昇温速度毎分 10℃ 
 
試験溶液注入口温度 170℃ 
検出器 200℃で操作する。 
キヤリヤーガス 高純度窒素を用いる。トリス（1

―アジリジニル）ホスフインオキシドが約 1.5 分

で流出する流速に調整するとともに、水素及び空

気の流量を至適条件に調整する。 
3 試薬、標準液等 

(1) メタノール 
日本工業規格試薬特級を用いる。 

(2) カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（中性） 
水分含量 10％のものを用いる。 
カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（中

性）10g を精製水 90ml に懸濁したとき、その pH
は 6.0～8.0 である。 

(3) ジクロルメタン 
日本工業規格試薬特級を用いる。 

(4) 硫酸ナトリウム（無水） 
日本工業規格試薬特級を用いる。 

(5) トリス（1―アジリジニル）ホスフインオキシド標準品 
トリス（1―アジリジニル）ホスフインオキシド

を 95％以上含む。 
39.9Pa のとき、沸点は 90～91℃である。 

(6) ケイソウ土 
ケイソウ土をガスクロマトグラフ用に精製した

ものを用いる。 
(7) 6mol／l 塩酸 



Dilute HCl (Prime grade reagent under JIS) about two-fold 
with purified water. 

(8) Purified water 
Use the purified water conforming to the Japanese Pharmacopeia. 

(9) High purified N2 
Use the 2nd grade gas under JIS. 

(10) H2 
Use the 3rd grade gas under JIS. 

 

塩酸（日本工業規格試薬特級）を精製水で約 2 倍

に薄めたものを用いる。 
(8) 精製水 

日本薬局方精製水を用いる。 
(9) 高純度窒素 

日本工業規格の高純度窒素 2 級を用いる。 
(10) 水素 

日本工業規格の水素 3 級を用いる。 
 

●Tris (2, 3-dibromopropyl)phosphate [TDBPP] 
A : Household Products 

Textile products, such as nightclothes, bedding, curtains and floor mats 
B : Criteria 

The above-mentioned household products shall satisfy the 
following test. 
1, Preparation of Test Solution 

(1) Extraction 
Cut a textile sample from a part of product contacting with 

skin, and cut the sample into small pieces. Weigh accurately 1.0 
g of the pieces into a 100 ml round-bottomed flask (Ⅰ). Add 50 
ml of methanol into the flask, attach a reflux condenser to the 
flask, and incubate the flask in a water bath at 70℃ for 30 
minutes to extract. Filter the extract by the grass filter 
(conforming to G2 grass filter under JIS) into a 100 ml 
round-bottomed flask (Ⅱ) with heating, and evaporate the 
filtrate to remove methanol by a rotary evaporator. 

(2) Refine 
Prepare an alumina column in the following manner. Add the 

suspension (5g of the Al2O3 for column chromatography (base) 
in benzene) into a grass column (internal diameter 10 mm, 
length 300 mm), add about 1 g of anhydrous Na2SO4 on the 
column, and remove benzene, leaving small amount of benzene 
on the column. 

有害物質：トリス（2，3―ジブロムプロピル）ホスフエイト 
家庭用品： 

繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物 
基準： 

左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合し

なければならない。 
1 試験溶液の調製 

(1) 抽出 
身体と接触する繊維の部分を細かく切つたもの

を試料とし、その 1.0g を 100ml のナス型フラスコ

（Ⅰ）に正確に量り採り、メタノール 50ml を加え

た後、還流冷却器を付け、70℃の水浴中で 30 分間

抽出する。次に、この液をガラスろ過器（日本工業

規格のガラスろ過器（細孔記号 G2）に適合するも

の）を用いて温時ろ過し、ろ液を 100ml のナス型フ

ラスコ（Ⅱ）に採り、ロータリーエバポレーターを

用いてメタノールを除去する。 
(2) 精製 

内径 10mm、長さ 300mm の吸着管に、カラムク

ロマトグラフ用酸化アルミニウム（塩基性）5g をベ

ンゼンに懸濁して入れ、次いでその上に硫酸ナトリ

ウム（無水）約 1g を入れ、カラムの上端に少量の

ベンゼンが残る程度までベンゼンを流出させる。 
 



Add 10 ml of benzene into the flask (Ⅱ), and shake the flask 
strongly. Pour the solution onto the alumina column, elute with 
100 ml of benzene, and take about 100 ml of the first effluent 
into a 200ml round-bottomed flask. Evaporate the effluent to 
remove benzene by a rotary evaporator. Add 1 ml of acetone to 
dissolve the residue by whole pipette, and use the solution as 
the test solution for gas chromatography. 

2, Test procedure 
Use a gas chromatograph with a FPD (interfering filter for 

phosphorus, wave length; 526 nm). 
Inject 1 µl of the test solution to gas chromatograph under the 

following condition 1 or 2. The test solution shall not give any 
peak having the same retention time as that of the standard of 
TDBPP. 
Condition 1: 

Column career; Wash kieselguhr (sieve : 125 ~ 149 µm) with 6 
mol/l HCl (aq) for 2 hours in reflux, and wash it with purified 
water until pH of effluent become neutral. Wash it with 
alcoholic base, and wash it with purified water until pH of 
effluent become neutral again. After drying, methylsilylate it. 

 
Column filler; The column career with 15% of dimethyl silicon 

gum for gas chromatograph (sieve : 125 ~ 149 µm) 
 
Column tube; Use a grass tube having the following property; 

internal diameter 0.8 mm, length 500 mm. 
Column temperature; 225℃ 
Temperature of the injector and the detector; 260℃ 
Career gas; Use high purified N2. Adjust the flow rate so that 

the retention time of TDBPP is around 6 minutes. In addition, 
adjust the flow of H2 and air in the appropriate condition. 
 

Condition 2: 

(1)のメタノールを除去したナス型フラスコ（Ⅱ）

にベンゼン 10ml を加えてよく振り混ぜ、この液を

カラムに流し込んだ後、ベンゼン 100ml をカラムに

流し込み、最初の流出液約 100ml を 200ml のナス

型フラスコに採り、ロータリーエバポレーターを用

いてベンゼンを除去する。残留物をアセトン 1ml
に溶かし、これを試験溶液とする。 

2 試験 
炎光光度型検出器（リン用干渉フイルター、波長

526nm）付きガスクロマトグラフを用いる。 
試験溶液を 1µl 採り、次の操作条件 1 又は 2 のいずれ

か適切な条件の下に試験を行うとき、トリス（2，3―ジ

ブロムプロピル）ホスフエイト標準品の保持時間と一致

する保持時間の位置にピークを示してはならない。 
操作条件 1 

カラム担体 ケイソウ土（標準網フルイ 125～
149µm）を 6mol／l 塩酸で 2 時間還流して洗い、

次いで精製水で流出液が中性となるまで洗つた

後、アルコール性塩基で洗い、更に精製水で流出

液が中性となるまで洗つた後、乾燥し、メチルシ

リル化処理を施す。 
カラム充てん剤 カラム担体に対しガスクロマト

グラフ用ジメチルシリコンゴムを 15％含ませた

後、標準網フルイ 125～149µm に整える。 
カラム管 内径 0.8mm、長さ 500mm のガラス管を

用いる。 
カラム温度 225℃ 
試験溶液注入口及び検出器温度 260℃ 
キヤリヤーガス 高純度窒素を用いる。トリス（2，

3―ジブロムプロピル）ホスフエイトが約 6 分で

流出する流速に調整するとともに、水素及び空気

の流量を至適条件に調整する。 
操作条件 2 



Follow the condition 1, except the following. 
 
Column career; Wash kieselguhr (sieve : 149 ~ 177 µm) with 6 

mol/l HCl (aq) for 2 hours in reflux, and wash it with purified 
water until pH of effluent become neutral. Wash it with 
alcoholic base, and wash it with purified water until pH of 
effluent become neutral again. After drying, methylsilylate it. 

 
Column filler; The column career with 10% of dimethyl silicon 

gum for gas chromatograph 
 
Column tube; Use a grass tube having the following property; 

internal diameter 3 mm, length 500 mm. 
3, Reagents, standard solution etc.  

(1) Methanol 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(2) Al2O3 for column chromatography (base) 
Water content: 4.5 ~ 6.5% 
pH: 7.5 ~ 9.0 (suspend 10 g of Al2O3 for column 

chromatography (base) in 90 ml of purified water) 
 

(3) Benzene 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(4) Anhydrous Na2SO4 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(5) Acetone 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(6) Standard of TDBPP 
 
Purity; not less than 80% 
 
Boiling point; 260℃ 

(7) Kieselguhr 

次に示す条件以外は、操作条件 1 に示すところに

よる。 
カラム担体 ケイソウ土（標準網フルイ 149～

177µm）を 6mol／l 塩酸で 2 時間還流して洗い、

次いで精製水で流出液が中性となるまで洗つた

後、アルコール性塩基で洗い、更に精製水で流出

液が中性となるまで洗つた後、乾燥し、メチルシ

リル化処理を施す。 
カラム充てん剤 カラム担体に対してガスクロマ

トグラフ用ジメチルシリコンゴムを 10％含ませ

る。 
カラム管 内径 3mm、長さ 500mm のガラス管を

用いる。 
3 試薬、標準液等 

(1) メタノール 
日本工業規格試薬特級を用いる。 

(2) カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（塩基性） 
水分含量 4.5～6.5％のものを用いる。 
カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（塩基

性）10g を精製水 90ml に懸濁したとき、その pH
は 7.5～9.0 である。 

(3) ベンゼン 
日本工業規格試薬特級を用いる。 

(4) 硫酸ナトリウム（無水） 
日本工業規格試薬特級を用いる。 

(5) アセトン 
日本工業規格試薬特級を用いる。 

(6) トリス（2，3―ジブロムプロピル）ホスフエイト

標準品 
トリス（2，3―ジブロムプロピル）ホスフエイト

を 80％以上含む。 
沸点は 260℃である。 

(7) ケイソウ土 



Use kieselguhr refined for gas chromatography. 
 

(8) 6 mol/l HCl 
Dilute HCl (Prime grade reagent under JIS) about two-fold 

with purified water. 
(9) Purified water 

Use the purified water conforming to the Japanese Pharmacopeia. 
(10) High purified N2 

Use the 2nd grade gas under JIS. 
(11) H2 

Use the 3rd grade gas under JIS. 
 

ケイソウ土をガスクロマトグラフ用に精製した

ものを用いる。 
(8) 6mol／l 塩酸 

塩酸（日本工業規格試薬特級）を精製水で約 2 倍

に薄めたものを用いる。 
(9) 精製水 

日本薬局方精製水を用いる。 
(10) 高純度窒素 

日本工業規格の高純度窒素 2 級を用いる。 
(11) 水素 

日本工業規格の水素 3 級を用いる。 
 

●Triphenyltin Compounds 
A : Household Products 

Textile products, such as diaper, diaper cover, bib, underwear, 
sanitary band, sanitary panty, gloves and hosiery 

Adhesive, paint, wax and shoe polisher, for household use 
respectively 

 
 
 

B : Criteria 
The above-mentioned household products shall satisfy the 

following test. 
1, Preparation of Test Solution 

(1) Extraction 
(a) Textile product 

Cut a sample from a part of product contacting with skin, 
and cut the sample into small pieces. Weigh accurately 1.0 g 
of the pieces into a 200 ml round-bottomed flask. Add 75 ml of 
HCl-methanol solution into the flask, attach a reflux 
condenser to the flask, and incubate the flask in a water bath 
at 70℃ for 30 minutes to extract. Filter the extract by the 

有害物質：トリフエニル錫化合物 
家庭用品： 

繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、

下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした 
家庭用接着剤 
家庭用塗料 
家庭用ワツクス 
くつ墨及びくつクリーム 
 

基準： 
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合し

なければならない。 
1 試験溶液の調製 

(1) 抽出 
ア 繊維製品の場合 

身体と接触する繊維の部分を細かく切つたものを

試料とし、その 1.0g を正確に量り採り、200ml のナ

ス型フラスコに入れ、塩酸・メタノール溶液 75ml
を加えた後、還流冷却器を付け、70℃の水浴中で 30
分間描出する。次に、この液をガラスろ過器（日本

工業規格のガラスろ過器（細孔記号 G2）に適合する



grass filter (conforming to G2 grass filter under JIS) into a 
300 ml separatory funnel. Wash the reflux condenser, the 
flask and the filter with 25 ml of methanol, combine the 
washings with the filtrate. Add 50 ml of phosphate-citrate 
buffer (pH 2.0), 100 ml of purified water and 30 ml of CH2Cl2, 
shake the funnel for 5 minutes strongly, and fractionate the 
CH2Cl2 layer. Add 30 ml of CH2Cl2 into the funnel, shake the 
funnel for 5 minutes strongly, and fractionate the CH2Cl2 
layer (if need be, centrifuge the extract). Combine all extract, 
dry the extract with 5 g of anhydrous Na2SO4, filter it by a 
grass filter (conforming to G2 grass filter provided by JIS) 
into a 100 ml round-bottomed flask, and evaporate the filtrate 
to about 10 ml by a rotary evaporator at 50℃, and use the 
concentrate as the test solution for gas chromatography. 
 

(b) Except textile product (aqueous) 
Weigh accurately 1.0 g of the sample into a 50 ml centrifuge 

tube. Add 20 ml of methanol into the tube, and shake the 
tube. Add 1 ml of HCl into the tube, shake the tube for 5 
minutes strongly, centrifuge it at 3000 rpm for 5 minutes, and 
take the supernatant into a 300 ml separatory funnel. Wash 
the residue and the tube with 5 ml of methanol, combine the 
washings with the supernatant. Add 25 ml of phosphate-citrate 
buffer (pH 2.0), 50 ml of purified water and 30 ml of hexane 
into the funnel, shake it for 5 minutes strongly, and 
fractionate the hexane layer. Add 30 ml of hexane into the 
funnel, shake it for 5 minutes strongly, and fractionate the 
hexane layer (if need be, centrifuge the extract). Combine all 
extract, dry the extract with 2 g of anhydrous Na2SO4 (leave 
the extract for 2 hours). Put the extract into a 100 ml 
round-bottomed flask, and evaporate the extract to about 1 ml 
by a rotary evaporator at 50℃. Add 10 ml of CH2Cl2 to the 
concentrate and use the solution as the test solution for gas 

もの）を用いてろ過し、ろ液を 300ml の分液漏斗に

採る。還流冷却器、ナス型フラスコ及びガラスろ過

器をメタノール 25ml で洗い、洗液はろ液に合わせ

る。分液漏斗にリン酸・クエン酸緩衝液（pH2.0）
50ml 及び精製水 100ml を加え、更にジクロルメタ

ン 30ml を加えて 5 分間激しく振り混ぜた後、ジク

ロルメタン層を分取する。更にジクロルメタン 30ml
を加えて 5 分間激しく振り混ぜた後、ジクロルメタ

ン層を分取する。必要があれば遠心分離を行う。ジ

クロルメタン抽出液に硫酸ナトリウム（無水）5g を

加えてよく振り混ぜた後、ガラスろ過器（日本工業

規格のガラスろ過器（細孔記号 G2）に適合するもの）

を用いてろ過し、ろ液を 100ml のナス型フラスコに

採る。ロータリーエバポレーターを用いて 50℃でろ

液を約 10ml まで濃縮する。 
イ 繊維製品以外で水性のものの場合 

試料 1.0g を 50ml の遠沈管に正確に量り採り、

メタノール 20ml を加えてよくかき混ぜた後、塩

酸 1ml を加えて 5 分間激しく振り混ぜる。1 分間

3,000 回転で 5 分間遠心分離を行い、上澄液を

200ml の分液漏斗に分取する。残留物及び遠沈管

をメタノール 5ml で洗い、洗液は上澄液に合わせ

る。分液漏斗にリン酸・クエン酸緩衝液（pH2.0）
25ml 及び精製水 50ml を加え、更にへキサン

30ml を加えて 5 分間激しく振り混ぜた後、ヘキ

サン層を分取する。更にヘキサン 30ml を加えて

5 分間激しく振り混ぜた後、ヘキサン層を分取す

る。必要があれば遠心分離を行う。ヘキサン抽出

液に硫酸ナトリウム（無水）2g を加えてよく振り

混ぜた後、2 時間放置する。へキサン抽出液を

100ml のナス型フラスコに入れ、ロータリーエバ

ポレーターを用いて 50℃で抽出液を約 1ml まで

濃縮する。濃縮液にジクロルメタン 10ml を加え



chromatography. 
(c) Except textile product (oiliness) 

Weigh accurately 1.0 g of the sample into a 50 ml centrifuge 
tube. Add 20 ml of hexane into the tube, and shake the tube. 
Add 1 ml of acetic acid into the tube, shake it for 5 minutes 
strongly, centrifuge it at 3000 rpm for 5 minutes, and take the 
supernatant into a 100 ml separatory funnel. Add 20 ml of 
phosphate-citrate buffer with EDTA (pH 8.5) into the funnel, 
shake it for 5 minutes strongly, and fractionate the hexane 
layer. Add 10 ml of hexane into the funnel, shake it for 5 
minutes strongly, and fractionate the hexane layer (if need 
be, centrifuge the extract). Combine all extract, dry the 
extract with 2 g of anhydrous Na2SO4 (leave the extract for 2 
hours). If need be, filter it by a grass filter (conforming to G3 
grass filter provided by JIS) 
 

(2) Refine 
(a) Textile product or except textile product (aqueous) 

 
Prepare an alumina column in the following manner. Add 

the suspension (1.5 g of the Al2O3 for column chromatography 
(neutral) in CH2Cl2) into a grass column (internal diameter 10 
mm, length 300 mm), add about 1 g of anhydrous Na2SO4 on 
the column, and remove CH2Cl2, leaving small amount of 
CH2Cl2 on the column. Pour the solution (obtained by the 
above manner (1), (a) or (b)) onto the alumina column, and 
elute with 10 ml of CH2Cl2 into a 100ml round-bottomed flask. 

 
 

(b) Except textile product (oiliness) 
Prepare an alumina column in the following manner. Add 

the suspension (1.5 g of the Al2O3 for column chromatography 
(neutral) in hexane) into a grass column (internal diameter 10 

る。 
ウ 繊維製品以外で油性のものの場合 

試料 1.0g を 50ml の遠沈管に正確に量り採り、ヘ

キサン 20ml を加えてよくかき混ぜた後、酢酸 1ml
を加えて 5 分間激しく振り混ぜる。1 分間 3,000 回

転で 5 分間遠心分離を行い、上澄液を 100ml の分

液漏斗に分取する。分液漏斗にエチレンジアミン四

酢酸二ナトリウムを含むリン酸・クエン酸緩衝液

（pH8.5）20ml を加えて 5 分間激しく振り混ぜた

後、ヘキサン層を分取する。更にへキサン 10ml を
加えて 5 分間激しく振り混ぜた後、ヘキサン層を分

取する。必要があれば遠心分離を行う。ヘキサン抽

出液に硫酸ナトリウム（無水）2g を加えてよく振

り混ぜた後、2 時間放置する。必要があればガラス

ろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号

G3）に適合するもの）を用いてろ過する。 
(2) 精製 

ア 繊維製品の場合又は繊維製品以外で水性のも

のの場合 
内径 10mm、長さ 300mm の吸着管に、カラムク

ロマトグラフ用酸化アルミニウム（中性）1.5g をジ

クロルメタンに懸濁して入れ、次いでその上に硫酸

ナトリウム（無水）約 1g を入れ、カラムの上端に

少量のジクロルメタンが残る程度までジクロルメ

タンを流出させる。1 試験溶液の調製(1) 抽出ア 

繊維製品の場合又はイ 繊維製品以外で水性のも

のの場合によつて得た液をカラムに流し込み、更に

ジクロルメタン 10ml をカラムに流し込んだ後、全

溶出液を 100ml のナス型フラスコに採る。 
イ 繊維製品以外で油性のものの場合 

内径 10mm、長さ 300mm の吸着管に、カラムク

ロマトグラフ用酸化アルミニウム（中性）1.5g をへ

キサンに懸濁して入れ、次いでその上に硫酸ナトリ



mm, length 300 mm), add about 1 g of anhydrous Na2SO4 on 
the column, and remove hexane, leaving small amount of 
hexane on the column. Pour the solution (obtained by the 
above manner (1), (c)) with 1 ml of trioctylmethyl-ammonium 
chloride solution onto the alumina column, and elute the 
column with 10 ml of hexane (abandon the hexane elution). 
Elute the column with 10 ml of CH2Cl2 into a 100ml 
round-bottomed flask. 
 
 

(3) Ashing 
Evaporate the elution (obtained by the above manner (2)) to 

about 1 ~ 2 ml by a rotary evaporator at 50℃. Remove all 
CH2Cl2 from the concentrate by air or N2. Dissolve the residue 
in 2 ml of HNO3, attach a reflux condenser to the flask, and heat 
the flask on open fire for 5 minutes carefully. After cooling, 
wash the reflux condenser with 10 ml of 3% HNO3, combine the 
washings with the reflux. Filter the combined solution through 
a grass filter (conforming to G3 grass filter provided by JIS) into 
a 20 ml measuring flask. Wash the round-bottomed flask and 
the filter with 5 ml of 3% HNO3, combine the washings with the 
filtrate. Dilute the combined solution to 20ml with purified 
water, and use the solution as the test solution. 

 
 

2, Test procedure (flameless atomic absorption spectrophotometer) 
In testing 20 µl of the test solution under the following 

condition, the test solution shall not give the absorption at 286.3 
nm. 

If the test solution gives the absorption at 286.3 nm, it shall be 
confirmed that the absorption derives from triphenyltin 
compounds, according to “3, Identification”. 
Condition: 

ウム（無水）約 1g を入れ、カラムの上端に少量の

ヘキサンが残る程度までヘキサンを流出させる。1 
試験溶液の調製(1) 抽出ウ 繊維製品以外で油性

のものの場合によつて得た液にトリオクチルメチ

ルアンモニウムクロリド溶液 1ml を加えた後、カ

ラムに流し込み、ヘキサン溶出液は捨てる。更にへ

キサン 10ml をカラムに流し込み、ヘキサン溶出液

は捨てる。次に、ジクロルメタン 10ml をカラムに

流し込み、ジクロルメタン溶出液の全量を 100ml
のナス型フラスコに採る。 

(3) 灰化 
1 試験溶液の調製(2) 精製によつて得た液をロ

ータリーエバポレーターを用いて 50℃で液の全量

が 1～2ml になるまでジクロルメタンを除去した

後、空気又は窒素を吹きつけてジクロルメタンを全

部除去する。残留物に硝酸 2ml を加えた後、還流冷

却器を付け、5 分間直火で穏やかに加熱する。冷や

した後、3％硝酸 10ml で還流冷却器を洗い、洗液を

ナス型フラスコに加える。これをガラスろ過器（日

本工業規格のガラスろ過器（細孔記号 G3）に適合

するもの）を用いてろ過し、ろ液を 20ml のメスフ

ラスコに採る。ナス型フラスコ及びガラスろ過器を

3％硝酸 5ml で洗い、洗液をメスフラスコに加える。

メスフラスコに精製水を加え、全量を正確に 20ml
としたものを試験溶液とする。 

2 試験（フレームレス原子吸光法） 
試験溶液 20µl を正確に採り、次の操作条件により

試験を行うとき、286.3nm に吸収を認めることがあつ

てはならない。 
ただし、吸収が認められたときは、3 確認試験法

により、286.3nm における吸収がトリフエニル錫化合

物によるものであることを確認しなければならない。 
操作条件 



Drying condition; 110℃, 20 seconds 
Ashing condition; 500℃, 50 seconds 
Atomization condition; 2500℃, 10 seconds 
Purge gass; Use high purified N2. Adjust the flow rate about 30 

ml/min. 
3, Identification 

(1) Preparation of Test Solution 
Evaporate the elution (obtained by the above manner 1, (2)) to 

about 1 ~ 2 ml by a rotary evaporator at 50℃. Remove all 
CH2Cl2 from the concentrate by air or N2. Dissolve the residue 
in 0.2 ml of CH2Cl2, and use the solution as the test solution. 

 
 

(2) Test procedure 
Apply the test solution (20 mm from the bottom edge, 20 mm 

from the left edge), the standard triphenyltin solution (20 mm 
from the bottom edge, 20 mm from the right edge) and the 
standard tributyltin solution (20 mm from the bottom edge, 40 
mm from the right edge) on a silica gel thin layer. Develop the 
layer immediately to 100 mm with CH2Cl2 as developing 
solvent, and air-dry the layer. Apply the standard tributyltin 
solution (20 mm from the upper edge, 20 mm from the left edge) 
and the standard triphenyltin solution (40 mm from the upper 
edge, 20 mm from the left edge) on the developed silica gel thin 
layer. Turn the left edge of the layer to bottom, and develop the 
layer immediately to 100 mm with hexane-acetone-acetic-acid 
mixture (16 : 3.5 : 0.5) as developing solvent, and air-dry the 
layer. Spray dithizone solution, and identify the spot compared 
with that of the standard tributyltin solution and the standard 
triphenyltin solution. Tributyltin compound gives a yellow spot, 
fading rapidly. Triphenyltin compound gives a yellowish-orange 
spot. 

4, Reagents, standard solution etc.  

乾燥条件 110℃、20 秒間 
灰化条件 500℃、50 秒間 
原子化条件 2,500℃、10 秒間 
パージングガス 高純度窒素を用いる。毎分 30ml

の流速に調整する。 
3 確認試験法 

(1) 試験溶液の調製 
1 試験溶液の調製(2) 精製によつて得た液をロ

ータリーエバポレーターを用いて 50℃で液の全量

が 1～2ml になるまでジクロルメタンを除去した

後、空気又は窒素を吹きつけてジクロルメタンを全

部除去する。残留物を 0.2ml のジクロルメタンに溶

かし、これを試験溶液とする。  
 (2) 試験 

シリカゲル薄層板の下端から 20mm、左端から

20mm の位置に試験溶液を、下端から 20mm、右端か

ら 20mm の位置にトリブチル錫標準液を、下端から

20mm、右端から 40mm の位置にトリフエニル錫標準

液をそれぞれスポツトする。直ちにこのシリカゲル薄

層板をジクロルメタンを展開溶媒とした展開槽そうの

中で上昇法により 100mm 展開した後、風乾する。こ

のシリカゲル薄層板の上端から 20mm、左端から

20mm の位置にトリブチル錫標準液を、上端から

40mm、左端から 20mm の位置にトリフエニル錫標準

液をそれぞれスポツトする。直ちにこのシリカゲル薄

層板を左端を下にしてへキサン・アセトン・酢酸（16：
3.5：0.5）溶液を展開溶媒とした展開槽そうの中で上昇

法により 100mm 展開した後、風乾し、ジチゾン溶液

を噴霧してその展開位置をトリブチル錫標準液及びト

リフエニル錫標準液と比較して同定する。トリブチル

錫化合物は、退色の速やかな黄色のはん点を、トリフ

エニル錫化合物は、黄だいだい色のはん点を示す。 
4 試薬、標準液等 



(1) HCl-methanol solution 
Dilute 1ml of HCl (Prime grade reagent under JIS) to 100 ml 

with methanol. 
 

(2) Methanol 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(3) Phosphate-citrate buffer (pH 2.0) 
Dissolve 1.43 g of Na2HPO4･12H2O (Prime grade reagent 

under JIS), 17.3 g of citric acid (conforming to the Japanese 
Pharmacopeia) and 5 g of NaCl (Prime grade reagent under JIS) 
in 800 ml of purified water. Titrate the mixture to pH 2.0 with 1 
mol/l HCl (aq) (dilute 10 ml of HCl (Prime grade reagent under 
JIS) to 120 ml with purified water). Dilute the titrated solution 
to 1000 ml with purified water. 

(4) Purified water 
Use the purified water conforming to the Japanese Pharmacopeia. 

(5) CH2Cl2 
Use the Prime grade reagent under JIS 

(6) Anhydrous Na2SO4 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(7) HCl 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(8) Hexane 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(9) Acetic acid 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(10) Phosphate-citrate buffer with EDTA (pH 8.5) 
 

Dissolve 42.3 g of Na2HPO4･12H2O (Prime grade reagent 
under JIS), 7.7 g of citric acid (conforming to the Japanese 
Pharmacopeia) and 2.0 g of EDTA (Prime grade reagent under 
JIS) in 800 ml of purified water. Titrate the mixture to pH 8.5 
with 10 mol/l NaOH (aq) (dissolve 40 g of NaOH (Prime grade 

(1) 塩酸・メタノール溶液 
塩酸（日本工業規格試薬特級）1ml にメタノール

（日本工業規格試薬特級）を加えて 100ml としたも

のを用いる。 
(2) メタノール 

日本工業規格試薬特級を用いる。 
(3) リン酸・クエン酸緩衝液（pH2.0） 

リン酸二ナトリウム（十二水塩）（日本工業規格

試薬特級）1.43g、クエン酸（日本薬局方クエン酸）

17.3g 及び塩化ナトリウム（日本工業規格試薬特級）

5.0g を精製水 800ml に溶かし、1mol／l 塩酸（塩酸

（日本工業規格試薬特級）を 10ml 採り、精製水を

加えて 120ml としたもの）で pH を 2.0 に調整した

後、精製水を加えて 1,000ml としたものを用いる。 
(4) 精製水 

日本薬局方精製水を用いる。 
(5) ジクロルメタン 

日本工業規格試薬特級を用いる。 
(6) 硫酸ナトリウム（無水） 

日本工業規格試薬特級を用いる。 
(7) 塩酸 

日本工業規格試薬特級を用いる。 
(8) ヘキサン 

日本工業規格試薬特級を用いる。 
(9) 酢酸 

日本工業規格試薬特級を用いる。 
(10) エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムを含むリ

ン酸・クエン酸緩衝液（pH8.5） 
リン酸二ナトリウム（十二水塩）（日本工業規格

試薬特級）42.3g、クエン酸（日本薬局方クエン酸）

7.7g 及びエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム（日

本工業規格試薬特級）2.0g を精製水 800ml に溶か

し、10mol／l 水酸化ナトリウム液（水酸化ナトリウ



reagent under JIS) in purified water, and dilute the solution to 
100 ml with purified water). Dilute the titrated solution to 1000 
ml with purified water. 

(11) Al2O3 for column chromatography (neutral) 
Water content: 10% 
pH: 6.0 ~ 8.0 (suspend 10 g of Al2O3 for column 

chromatography (neutral) in 90 ml of purified water) 
 

(12) Trioctylmethyl-ammonium chloride solution 
Dissolve 20 mg of trioctylmethyl-ammonium chloride (purity: 

not less than 85%) in hexane, and dilute the solution to 100 ml 
with hexane. 

(13) HNO3 
Use HNO3, conforming to the following test. 
Add 2 ml of HNO3 to 15 ml of 3% HNO3. Dilute the mixture to 

20 ml with purified water. In testing 20 µl of the solution 
according to “2 Test procedure”, the test solution shall not 
give the absorption at 286.3 nm. 

(14) 3% HNO3 
Dilute 10 ml of HNO3 to 200 ml with purified water. 
 

(15) High purified N2 
Use the 2nd grade gas under JIS. 

(16) Silica gel thin layer 
Suspend 30 g of silica gel for thin layer chromatograph in 60 

ml of purified water. Spread the suspension on a glass plate 
(200×200 mm), thickness; 0.2 ~ 0.25 mm. Dry the plate at 105 ~ 
110℃ for about 3 hours. Use the dried plate, preserved in a 
desiccator. 

(17) Standard tributyltin solution 
Dissolve 10 mg of tributyltin acetate (purity: not less than 

95%) in 100 ml of CH2Cl2. 
 

ム（日本工業規格試薬特級）40g に精製水を加えて

100ml としたもの）で pH を 8.5 に調整した後、精

製水を加えて 1,000ml としたものを用いる。  
(11) カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（中性） 

水分含量 10％のものを用いる。 
カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（中

性）10g を精製水 90ml に懸濁したとき、その pH
は 6.0～8.0 である。 

(12) トリオクチルメチルアンモニウムクロリド溶液 
トリオクチルメチルアンモニウムクロリド（純度

85％以上のもの）20mg にヘキサンを加えて溶かし、

100ml としたものを用いる。 
(13) 硝酸 

次の試験に適合する硝酸を用いる。 
硝酸 2ml を採り、この硝酸を用いて作つた 3％硝

酸 15ml を加え、更に精製水を加えて 20ml とする。

その 20µl を採り、2 試験に準じて試験を行うとき、

吸収を認めない。 
(14) 3％硝酸 

(13)の硝酸 10ml に精製水を加えて 200ml とした

ものを用いる。 
(15) 高純度窒素 

日本工業規格の高純度窒素 2 級を用いる。 
(16) シリカゲル薄層板 

薄層クロマトグラフ用シリカゲル 30g に精製水

60ml を加え、ガラス板（200×200mm）に 0.2～
0.25mm の厚さに均一に塗る。105～110℃で約 3 時

間乾燥し、デシケーター中で放冷保存したものを用

いる。 
(17) トリブチル錫標準液 

トリブチル錫アセテート（純度 95％以上のもの）

を 10mg 採り、100ml のジクロルメタンに溶かした

ものを用いる。 



(18) Standard triphenyltin solution 
Dissolve 10 mg of triphenyltin acetate (purity: not less than 

95%) in 100 ml of CH2Cl2. 
 

(19) Hexane-acetone-acetic-acid mixture (16 : 3.5 : 0.5) 
Mix 96 ml of hexane, 21 ml of acetone and 3.0 ml of acetic 

acid. 
 
 

(20) Dithizone solution 
Dissolve 0.1 g of dithizone (Prime grade reagent under JIS) in 

10 ml of the solution, diluting 10 ml purified water to 100 ml 
with acetone. 

 

(18) トリフエニル錫標準液 
トリフエニル錫アセテート（純度 95％以上のも

の）を 10mg 採り、100ml のジクロルメタンに溶か

したものを用いる。 
(19) ヘキサン・アセトン・酢酸（16：3.5：0.5）溶液 

ヘキサン（日本工業規格試薬特級）96ml、アセト

ン（日本工業規格試薬特級）21ml 及び酢酸（日本

工業規格試薬特級）3.0ml をそれぞれ正確に量り採

り、よく混ぜ合わせたものを用いる。 
(20) ジチゾン溶液 

精製水 10ml にアセトン（日本工業規格試薬特級）

を加えて 100ml としたものにジチゾン（日本工業規

格試薬特級）0.1g を溶かしたものを用いる。 
 

●Tributyltin Compounds 
A : Household Products 

Textile products, such as diaper, diaper cover, bib, underwear, 
sanitary band, sanitary panty, gloves and hosiery 

Adhesive, paint, wax and shoe polisher, for household use 
respectively 

 
 

B : Criteria 
The above-mentioned household products shall satisfy the test, 

described in the ●Triphenyltin Compounds, B : Criteria. 
In this case, the word “triphenyltin compounds” shall be 

deemed to be replaced with “tributyltin compounds” in “2, Test 
procedure (flameless atomic absorption spectrophotometer)”. 

 

有害物質：トリブチル錫化合物 
家庭用品： 

繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、

下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした 
家庭用接着剤 
家庭用塗料 
家庭用ワツクス 
くつ墨及びくつクリーム 

基準： 
左に掲げる家庭用品は、トリフエニル錫化合物の項基準

の欄の試験法による試験に適合しなければならない。 
この場合において、2 試験(フレームレス原子吸光法)中

「トリフエニル錫化合物」とあるのは「トリブチル錫化合

物」と読み替えるものとする。 
 

●Bis (2, 3-dibromopropyl)phosphates [BDBPP] 
A : Household Products 

Textile products, such as nightclothes, bedding, curtains and floor mats 
B : Criteria 

有害物質：ビス（2,3―ジブロムプロピル）ホスフエイト化合物 
家庭用品： 

繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物 
基準： 



The above-mentioned household products shall satisfy the 
following test. 
1, Preparation of Test Solution 

(1) Extraction 
Cut a textile sample from a part of product contacting with 

skin, and cut the sample into small pieces. Weigh accurately 1.0 
g of the pieces into a 200 ml round-bottomed flask (Ⅰ). Add 50 
ml of methanol and 1 ml of HCl into the flask, attach a reflux 
condenser to the flask, and incubate the flask in a water bath at 
70℃ for 30 minutes to extract. Filter the extract by a grass 
filter (conforming to G2 grass filter under JIS) into a 200 ml 
round-bottomed flask (Ⅱ) with heating. Wash the reflux 
condenser, the flask (Ⅰ) and the filter with 20 ml of methanol, 
combine the washings with the filtrate. Evaporate the filtrate at 
50℃ to remove methanol by a rotary evaporator. Dissolve the 
residue in 10 ml of ethanol, and evaporate the solution at 50℃ 
to remove ethanol by a rotary evaporator. Dissolve the residue 
in 20 ml of 1 mol/l of NaHCO3 solution, and transfer the solution 
into a 50 ml grass-stoppered centrifuge tube (Ⅰ). Wash the 
flask (Ⅱ) with 10 ml of 1 mol/l of NaHCO3 solution, combine the 
washings into the tube (Ⅰ). Repeat the following procedure 3 
times; add 10 ml of benzene into the tube (Ⅰ), shake the tube 
(Ⅰ) strongly, leave it, and fractionate the benzene layer into a 
grass-stoppered centrifuge tube (Ⅱ).  

Add 10 ml of 1 mol/l of NaHCO3 solution into the tube (Ⅱ), 
shake the tube (Ⅱ) strongly, leave it, and fractionate the water 
layer into the tube (Ⅰ). Transfer the water layer into a 200 ml 
separatory funnel. Drop 10 ml of HCl into the funnel with 
stirring. Repeat the following procedure (extraction) 5 times; 
add 50 ml of ethyl acetate into the funnel, shake it strongly, 
leave it, and fractionate the ethyl-acetate layer. Combine all 
extracts, dry the extract with 30 g of anhydrous Na2SO4 (shake 
the extract strongly, leave it for 2 hours.), and filter it by a 

左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合し

なければならない。 
1 試験溶液の調製 

(1) 抽出 
身体と接触する繊維の部分を細かく切つたもの

を試料とし、その 1.0g を 200ml のナス型フラスコ

（Ⅰ）に正確に量り採り、メタノール 50ml と塩酸

1ml を加えた後、還流冷却器を付け、70℃の水浴中

で 30 分間抽出する。次に、この液をガラスろ過器

（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号 G2）に

適合するもの）を用いて温時ろ過し、ろ液を 200ml
のナス型フラスコ（Ⅱ）に採る。還流冷却器、ナス

型フラスコ（Ⅰ）及びガラスろ過器をメタノール

20ml で洗い、洗液はろ液に合わせ、ロータリーエ

バポレーターを用いて 50℃でメタノールを除去し

た後、エタノール 10ml を加え、ロータリーエバポ

レーターを用いて 50℃でエタノールを除去する。残

留物を 1mol／l 炭酸水素ナトリウム溶液 20ml に溶

かして 50ml 共せん付き遠沈管（Ⅰ）に移す。ナス

型フラスコ（Ⅱ）を 10ml の 1mol／l 炭酸水素ナト

リウム溶液で洗い洗液は遠沈管（Ⅰ）に合わせる。

遠沈管（Ⅰ）にベンゼン 10ml を加えて 5 分間激し

く振り混ぜ静置した後、ベンゼン層を遠沈管（Ⅱ）

に採る。この操作を更に 2 回繰り返す。 
遠沈管（Ⅱ）に 1mol／l 炭酸水素ナトリウム溶液

10ml を加えて 5 分間激しく振り混ぜ静置した後、

水層は遠沈管(Ⅰ)に合わせる。次に、この水層を

200ml の分液ロートに移し、塩酸 10ml をかき混ぜ

ながら少量ずつ加える。これに酢酸エチル 50ml を
加えて 5 分間激しく振り混ぜ静置した後、酢酸エチ

ル層を分取する。この操作を更に 5 回繰返し、全酢

酸エチル層を合わせる。これに硫酸ナトリウム（無

水）約 30g を加えてよく振り混ぜた後、2 時間放置



grass filter (conforming to G2 grass filter provided by JIS) into a 
round-bottomed flask. Wash the Na2SO4 with 50 ml of ethyl 
acetate, combine the washings with the filtrate. Evaporate the 
mixture to about 5 ml by a rotary evaporator at 50℃, and 
ice-cool the concentrate. 

 
(2) Methylation  

Add the diazomethane-ether solution into the concentrate (1) 
until yellow color does not disappear any longer for 5 minutes. 
Evaporate the mixture to remove solvent by a rotary evaporator 
at 50℃. Dissolve the residue in 1 ml of acetone, and use the 
solution as the test solution. 

2, Test procedure 
Use a gas chromatograph with FPD (interfering filter for 

phosphorus, wave length; 526 nm). 
Inject 1 µl of the test solution to gas chromatograph under the 

following condition 1 or 2. The test solution shall not give any 
peak having the same retention time as that of the standard 
BDBPP methylester solution. 

 
If the test solution gives the above-mentioned peak, it shall be 

confirmed that the peak derives from BDBPP, according to “3, 
Identification”. 

 
Condition 1: 

Column career; Wash kieselguhr (sieve : 125 ~ 149 µm) with 6 
mol/l HCl (aq) for 2 hours in reflux, and wash it with purified 
water until pH of effluent become neutral. Wash it with 
alcoholic base, and wash it with purified water until pH of 
effluent become neutral again. After drying, methylsilylate it. 

 
Column filler; The column career with 15% of dimethyl silicon 

gum for gas chromatograph (sieve : 125 ~ 149 µm) 

し、ガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細

孔記号 G2）に適合するもの）を用いてろ過し、ろ

液をナス型フラスコに採る。硫酸ナトリウムを酢酸

エチル 50ml で洗い、洗液はろ液に合わせ、ロータ

リーエバポレーターを用いて 50℃で約 5ml まで濃

縮し、氷冷する。 
(2) メチルエステル化 

(1)の濃縮液にジアゾメタン・エーテル溶液を液の

黄色が 5 分間放置しても消えなくなるまで加えた

後、ロータリーエバポレーターを用いて 50℃で溶媒

を除去する。残留物をアセトン 1ml に溶かし、これ

を試験溶液とする。 
2 試験 

炎光光度型検出器（リン用干渉フイルター、波長

526nm）付きガスクロマトグラフを用いる。 
試験溶液を 1µl 採り、次の操作条件 1 又は 2 のいず

れか適切な条件の下に試験を行うとき、ビス（2,3―ジ

ブロムプロピル）ホスフエイトのメチルエステル標準

液の保持時間と一致する保持時間の位置にピークを示

してはならない。 
ただし、ピークが認められたときは、3 確認試験

法により、このピークがビス(2，3―ジブロムプロピル)
ホスフエイトによるものであることを確認しなければ

ならない。 
操作条件 1 

カラム担体 ケイソウ土（標準網フルイ 125～
149µm）を 6mol／l 塩酸で 2 時間還流して洗い、

次いで精製水で流出液が中性となるまで洗つた

後、アルコール性塩基で洗い、更に精製水で流出

液が中性となるまで洗つた後、乾燥し、メチルシ

リル化処理を施す。 
カラム充てん剤 カラム担体に対しガスクロマト

グラフ用ジメチルシリコンゴムを 15％含ませた



 
Column tube; Use a grass tube having the following property; 

internal diameter 0.8 mm, length 500 mm. 
Column temperature; 120 ~ 235℃, programming rate 10℃

/minute 
Temperature of the injector and the detector; 250℃ 
Career gas; Use high purified N2. Adjust the flow rate so that 

the retention time of BDBPP is around 10 minutes. In 
addition, adjust the flow of H2 and air in the appropriate 
condition. 

Condition 2: 
Follow the condition 1 except the following. 
 
Column career; Wash kieselguhr (sieve : 149 ~ 177 µm) with 6 

mol/l HCl (aq) for 2 hours in reflux, and wash it with purified 
water until pH of effluent become neutral. Wash it with 
alcoholic base, and wash it with purified water until pH of 
effluent become neutral again. After drying, methylsilylate it. 

 
Column filler; The column career with 10% of dimethyl silicon 

gum for gas chromatograph 
Column tube; Use a grass tube having the following property; 

internal diameter 3 mm, length 500 mm. 
3, Identification 

(1) Preparation of Test Solution 
Evaporate the concentrate (obtained by the above manner 1, 

(1)) to remove ethyl acetate by a rotary evaporator at 50℃. 
Dissolve the residue in 20 ml of 1 mol/l NaOH (aq), and leave 
the solution for 2 days. Transfer the solution into a 100 ml 
separatory funnel, and drop 8 ml of HCl into the funnel with 
stirring. Repeat the following procedure (extraction) 5 times; 
add 30 ml of ethyl acetate into the funnel, shake it strongly, 
leave it, and fractionate the ethyl-acetate layer. Combine all 

後、標準網フルイ 125～149µm に整える。 
カラム管 内径 0.8mm、長さ 500mm のガラス管を

用いる。 
カラム温度 120～235℃、毎分 10℃昇温 
 
試験溶液注入口及び検出器温度 250℃ 
キヤリヤーガス 高純度窒素を用いる。ビス（2,3

―ジブロムプロピル）ホスフエイトのメチルエス

テルが約 10 分で流出する流速に調整するととも

に、水素及び空気の流量を至適条件に調整する。 
操作条件 2 

次に示す操作条件以外は、操作条件 1 に示すとこ

ろによる。 
カラム担体 ケイソウ土（標準網フルイ 149～

177µm）を 6mol／l 塩酸で 2 時間還流して洗い、

次いで精製水で流出液が中性となるまで洗つた

後、アルコール性塩基で洗い、更に精製水で流出

液が中性となるまで洗つた後、乾燥し、メチルシ

リル化処理を施す。 
カラム充てん剤 カラム担体に対してガスクロマト

グラフ用ジメチルシリコンゴムを 10％含ませる。 
カラム管 内径 3mm、長さ 500mm のガラス管を

用いる。 
3 確認試験法 

(1) 試験溶液の調製 
1 試験溶液の調製(1) 抽出によつて得た濃縮液

をロータリーエバポレーターを用いて 50℃で酢酸

エチルを除去する。残留物を 1mol／l 水酸化ナトリ

ウム溶液 20ml に溶かし、2 日間放置する。次に、

この液を 100ml の分液ロートに移し、塩酸 8ml を
かき混ぜながら少量ずつ加える。これに酢酸エチル

30ml を加えて振り混ぜ静置した後、酢酸エチル層

を分取する。この操作を更に 5 回繰り返し、全酢酸



extracts, dry the extract with 20 g of anhydrous Na2SO4 (shake 
the extract strongly, leave it for 2 hours.), and filter it by a 
grass filter (conforming to G2 grass filter provided by JIS) into a 
round-bottomed flask. Wash the Na2SO4 with 20 ml of ethyl 
acetate, combine the washings with the filtrate. Evaporate the 
mixture to about 5 ml by a rotary evaporator at 50℃, and 
ice-cool the concentrate. Treat the ice-cooled concentrate 
according to the method of the 1, (2), and use the obtained 
solution as the test solution. 

 
(2) Test procedure 

Use a gas chromatograph with FPD (interfering filter for 
phosphorus, wave length; 526 nm). 

Inject 1 µl of the test solution to gas chromatograph under the 
same condition in section 2. Compare the chromatogram with 
that of the test solution obtained in section 2. If the test 
solution in section 3 gives a peak having the same retention 
time as that of the standard BDBPP methylester solution, 
markedly decreased or completely disappeared, and if the test 
solution in section 3 gives new peak having the same retention 
time as that of the standard 
bis-(2-bromopropene-2-yl)phosphate methylester solution, it is 
confirmed that the sample contains BDBPP. 

 
 

4, Reagents, standard solution etc.  
(1) Methanol 

Use the Prime grade reagent under JIS. 
(2) HCl 

Use the Prime grade reagent under JIS. 
(3) Ethanol 

Use the Prime grade reagent under JIS. 
(4) 1 mol/l of NaHCO3 solution 

エチル層を合わせる。これに硫酸ナトリウム（無水）

約 20g を加えてよく振り混ぜた後、2 時間放置し、

ガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔

記号 G2）に適合するもの）を用いてろ過し、ろ液

をナス型フラスコに採る。硫酸ナトリウムを酢酸エ

チル 20ml で洗い、洗液はろ液に合わせ、ロータリ

ーエバポレーターを用いて 50℃で約 5ml まで濃縮

し、氷冷する。以下 1 試験溶液の調製(2) メチル

エステル化の場合と同様に操作して、得られた溶液

を試験溶液とする。 
 (2) 試験 

炎光光度型検出器（リン用干渉フイルター、波長

526nm）付きガスクロマトグラフを用いる。 
試験溶液を 1µl 採り、2 試験の場合と同様に試

験を行い、得られたクロマトグラム上のピークと 2 
試験によつて得られたクロマトグラム上のピーク

を比較する。このとき、ビス（2，3―ジブロムプロ

ピル）ホスフエイトのメチルエステル標準液の保持

時間と一致する保持時間の位置のピークが著しく

減少しているか又は完全に消失しているとともに、

ビス（2―ブロムプロペン―2―イル）ホスフエイト

のメチルエステル標準液の保持時間と一致する保

持時間の位置に新たにピークが認められたとき、ビ

ス（2，3―ジブロムプロピル）ホスフエイトと確認

する。 
4 試薬、標準液等 

(1) メタノール 
日本工業規格試薬特級を用いる。 

(2) 塩酸 
日本工業規格試薬特級を用いる。 

(3) エタノール 
日本工業規格試薬特級を用いる。 

(4) 1M 炭酸水素ナトリウム溶液 



Dissolve 84 g of NaHCO3 (Prime grade reagent under JIS) in 
purified water, and dilute the solution to 1000 ml with purified 
water. 

(5) Benzene 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(6) Ethyl acetate 
Wash ethyl acetate (Prime grade reagent under JIS) with 

purified water, dry the washed ethyl acetate with anhydrous 
Na2SO4. Distill the ethyl ester, and use the distillation at 76 ~ 78℃. 

(7) Anhydrous Na2SO4 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(8) Diazomethane-ether solution 
Weigh 1 g of KOH (Prime grade reagent under JIS) in a 

round-bottomed flask. Dissolve the KOH in 1.6 ml of purified 
water and 5ml of ethanol, add the mixture (dissolve 4.3 g of 
N-methyl-N-nitroso-paratoluene sulfonamide in 26 ml of ethyl 
ether (Prime grade reagent under JIS)) into the flask carefully. 
Distill the solution in a water bath at 65℃, and take 20 ml of 
the distillation into a grass-stoppered flask (the flask is cooled 
in ice water and the end of cooler is dipped under the ethyl ether 
surface in the flask). The solution is reserved in a refrigerator 
with sealing. Use the solution within 2 weeks after preparation. 

 
 

(9) Acetone 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(10) Standard of BDBPP 
Purity; not less than 95% 
 

(11) Standard BDBPP methylester solution 
 

Dissolve 50.0 mg of standard of BDBPP in ethyl acetate, and 
dilute the solution to 100 ml with ethyl acetate. Treat 1 ml of 

炭酸水素ナトリウム（日本工業規格試薬特級）84g
を精製水に溶かし、1,000ml としたものを用いる。 
 

(5) ベンゼン 
日本工業規格試薬特級を用いる。 

(6) 酢酸エチル 
酢酸エチル（日本工業規格試薬特級）を精製水で

洗つた後、硫酸ナトリウム（無水）で乾燥し、これ

を蒸留する。沸点 76～78℃の留分を用いる。 
(7) 硫酸ナトリウム（無水） 

日本工業規格試薬特級を用いる。 
(8) ジアゾメタン・エーテル溶液 

ナス型フラスコに水酸化カリウム（日本工業規格

試薬特級）1g を採り、精製水 1.6ml 及びエタノール

5ml を加えて溶かした後、N―メチル―N―ニトロソ

―パラトルエンスルホンアミド 4.3g をエチルエーテ

ル（日本工業規格試薬特級）26ml に溶かした溶液を

注意深く加える。これを 65℃の水浴中で蒸留し、留

液 20ml をエチルエーテル（日本工業規格試薬特級）

5ml を入れた共せん付きフラスコに採る。この場合

共せん付きフラスコは氷水中で冷却し、又冷却器の

先端は共せん付きフラスコ中のエチルエーテルの液

面下に浸すものとする。調製した溶液は密せんして

冷蔵庫に保存し、1～2 週間以内に用いる。 
(9) アセトン 

日本工業規格試薬特級を用いる。 
(10) ビス（2，3―ジブロムプロピル）ホスフエイト標準品 

ビス（2，3―ジブロムプロピル）ホスフエイトを

95％以上含む。 
(11) ビス（2，3―ジブロムプロピル）ホスフエイト

のメチルエステル標準液 
ビス（2，3―ジブロムプロピル）ホスフエイト標

準品 50.0mg を正確に量り採り、酢酸エチルで正確



the solution according to the method of the 1, (2). Prepare it 
before use. 

 
 
 

(12) Kieselguhr 
Use kieselguhr refined for gas chromatography. 
 

(13) 6 mol/l HCl 
Dilute HCl (Prime grade reagent under JIS) about two-fold 

with purified water. 
(14) Purified water 

Use the purified water conforming to the Japanese Pharmacopeia. 
(15) High purified N2 

Use the 2nd grade gas under JIS. 
(16) H2 

Use the 3rd grade gas under JIS. 
(17) 1 mol/l NaOH (aq) 

Dissolve 40 g of NaOH (Prime grade reagent under JIS) in purified 
water, and dilute the solution to 1000 ml with purified water. 

(18) Standard of bis-(2-bromopropene-2-yl)phosphate 
 
Dissolve 40 g of bis-(2-bromopropene-2-yl)phosphate in 50 ml 

of 1 mol/l NaOH (aq), stir the solution for 2 days. After adding 
HCl to the solution, extract it with 50 ml of benzene for 3 times. 
Dry the extract with 20 g of anhydrous Na2SO4 (leave for 2 
hours). Filter it by a grass filter (conforming to G2 grass filter 
provided by JIS) into a round-bottomed flask. Wash the Na2SO4 
with 30 ml of benzene, combine the washings with the filtrate. 
Evaporate the mixture to remove solvent by a rotary evaporator 
at 50℃. Leave the residue in vacuum desiccators (desiccant; 
silica gel) all night.  

 

に 100ml とする。その 1ml を正確に採り、1 試験

溶液の調製(2) メチルエステル化の場合と同様に

操作して得られたアセトン溶液をビス（2，3―ジブ

ロムプロピル）ホスフエイトのメチルエステル標準

液とする。用時調製する。 
(12) ケイソウ土 

ケイソウ土をガスクロマトグラフ用に精製した

ものを用いる。 
(13) 6mol／l 塩酸 

塩酸（日本工業規格試薬特級）を精製水で約 2 倍

に薄めたものを用いる。 
(14) 精製水 

日本薬局方精製水を用いる。 
(15) 高純度窒素 

日本工業規格の高純度窒素 2 級を用いる。 
(16) 水素 

日本工業規格の水素 3 級を用いる。 
(17) 1mol／l 水酸化ナトリウム溶液 

水酸化ナトリウム（日本工業規格試薬特級）40.0g
を精製水に溶かし 1,000ml としたものを用いる。 

(18) ビス（2―ブロムプロペン―2―イル）ホスフエ

イト標準品 
ビス（2，3―ジブロムプロピル）ホスフエイト 1g

を 1mol／l 水酸化ナトリウム溶液 50ml に溶かし、2
日間かき混ぜた後、塩酸を加えて酸性としベンゼン

50ml で 3 回抽出する。ベンゼン抽出液に硫酸ナト

リウム（無水）約 20g を加えてよく振り混ぜた後、

2 時間放置し、ガラスろ過器（日本工業規格のガラ

スろ過器（細孔記号 G2）に適合するもの）を用い

てろ過し、ろ液をナス型フラスコに採る。硫酸ナト

リウムをベンゼン 30ml で洗い、洗液はろ液に合わ

せ、ロータリーエバポレーターを用いて 50℃でベン

ゼンを除去する。残留物を減圧デシケーター（シリ



 
(19) Standard bis-(2-bromopropene-2-yl)phosphate methylester 

solution 
Dissolve 30.0 mg of standard of bis-(2-bromopropene-2-yl)phosphate 

in ethyl acetate, and dilute the solution to 100 ml with purified 
water. Treat 1 ml of the solution according to the method of the 
1, (2). Prepare it before use. 

 

カゲル）中に入れ一晩放置したものを用いる。 
(19)  ビス（2―ブロムプロペン―2―イル）ホスフエ

イトのメチルエステル標準液 
ビス（2―ブロムプロペン―2―イル）ホスフエイ

ト標準品 30.0mg を正確に量り採り、酢酸エチルで

正確に 100ml とする。その 1ml を正確に採り、1 試

験溶液の調製(2) メチルエステル化の場合と同様

に操作して得られたアセトン溶液をビス（2―ブロ

ムプロペン―2―イル）ホスフエイトのメチルエス

テル標準液とする。用時調製する 
 

●rel-(1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-Hexachloro-10- 
oxapentacyclo[6.3.1.1(3,6).0(2,7).0(9,11)]tridec-4-ene [Dieldrine] 

A : Household Products 
Textile products, such as diaper cover, underwear, nightclothes, 

gloves, hosiery, intermediate wear, outer wear, cap hat, bedding and 
floor mats 

Knitting woolen yarn 
B : Criteria 

The above-mentioned household products shall satisfy the 
following test. 
1, Preparation of Test Solution 

(1) Extraction 
Cut a textile sample from a part of product contacting with 

skin, and cut the sample into small pieces. Weigh about 1.0 g of 
the pieces into a 500 ml round-bottomed flask (Ⅰ). Add 250 ml 
of methanol into the flask, attach a reflux condenser to the 
flask, and incubate the flask in a water bath at 70℃ for 30 
minutes to extract. Filter the extract by a grass filter 
(conforming to G2 grass filter under JIS) into a 500 ml 
round-bottomed flask (Ⅱ) with heating. Wash the reflux 
condenser, the flask (Ⅰ) and the filter with 100 ml of methanol, 
combine the washings with the filtrate. Evaporate the mixture 

有害物質：ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキ

ソジメタノナフタリン（別名デイルドリン） 
家庭用品： 

繊維製品のうち、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、く

つした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物 
 
家庭用毛糸 

基準： 
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合し

なければならない。 
1 試験溶液の調製 

(1) 抽出 
身体と接触する繊維の部分を細かく切つたもの

を試料とし、その約 1g を精密に量り採り、500ml
のナス型フラスコ（Ⅰ）に入れ、メタノール 250ml
を加えた後、還流冷却器を付け、70℃の水浴中で 30
分間抽出する。次に、この液をガラスろ過器（日本

工業規格のガラスろ過器（細孔記号 G2）に適合す

るもの）を用いて温時ろ過し、ろ液を 500ml のナス

型フラスコ（Ⅱ）に採る。還流冷却器、ナス型フラ

スコ（Ⅰ）及びガラスろ過器をメタノール 100ml
で洗い、洗液はろ液に合わせ、ロータリーエバポレ



to remove methanol by a rotary evaporator at 50℃. 
(2) Refine 

Prepare a Florisil column in the following manner. Add the 
suspension (10g of composed magnesium silicate for column 
chromatography in hexane) into a grass column (internal 
diameter 15 mm, length 300 mm), add about 5 g of anhydrous 
Na2SO4 on the column, and remove hexane, leaving small 
amount of hexane on the column. 

Add 10 ml of 15% ethyl-ether-hexane solution into the flask 
(Ⅱ), shake it strongly. Pour the solution onto the Florisil 
column. Wash the flask (Ⅱ) with 20 ml of 15% ethyl-ether-hexane 
solution twice, pour the washings onto the column. Elute the 
column with 250 ml of 15% ethyl-ether-hexane solution, and take 
about 290 ml of the elution. Dilute the elution to 300 ml with 
hexane. Dilute 10 ml of the solution to 100 ml with hexane, and 
use the solution as the test solution for gas chromatography. 

 
 

2, Test procedure 
Use a gas chromatograph with ECD. 
Inject 1 µl of the test solution to gas chromatograph under the 

following condition 1 and 2. Compare the chromatograms with 
those obtained by injecting 1 µl of the standard dieldrine solution. 
If the test solution gives a peak having the same retention time as 
that of the standard dieldrine solution under either two 
conditions, measure the peak areas, P and Ps, obtained from the 
chromatograms of the test solution and that of the standard 
dieldrine solution, respectively, under a suitable condition 1 or 2. 
The amount of dieldrine in 1g of the sample shall not be more than 
30 µg. 

The amount of dieldrine in 1g of a sample (µg) = K×(P/Ps)×
3000×(1/Weight of a sample (g)) 

K : Concentration of the standard dieldrine solution (µg /ml) 

ーターを用いて 50℃でメタノールを除去する。 
(2) 精製 

内径 15mm、長さ 300mm の吸着管に、カラムク

ロマトグラフ用合成ケイ酸マグネシウム 10gをへキ

サンに懸濁して入れ、次いでその上に硫酸ナトリウ

ム（無水）約 5g を入れ、カラムの上端に少量のヘ

キサンが残る程度までヘキサンを流出させる。 
 
(1)のメタノールを除去したナス型フラスコ（Ⅱ）に

15％エチルエーテル・ヘキサン溶液 10ml を加えてよ

く振り混ぜ、この液をカラムに流し込み、更に 15％
エチルエーテル・ヘキサン溶液 20ml でナス型フラス

コ（Ⅱ）を洗う操作を 2 回繰り返し、両洗液をカラム

に流し込んだ後、15％エチルエーテル・ヘキサン溶液

250ml をカラムに流し込み、最初の流出液約 290ml
を採り、ヘキサンを加えて全量を正確に 300ml とす

る。その 10ml を正確に採り、ヘキサンを加えて正確

に 100ml としたものを試験溶液とする。 
2 試験 

電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフを用いる。 
試験溶液及びデイルドリン標準液を正確にそれぞれ

1µl 採り、次の操作条件 1 及び 2 で試験を行い、得ら

れたクロマトグラムのピークを比較する。デイルドリ

ン標準液の保持時間と一致する保持時間を持つピーク

が、いずれの操作条件においても存在する場合は、そ

のピークについていずれか適切な条件のもとに得られ

たクロマトグラム上で試験溶液のピーク面積P 及びデ

イルドリン標準液のピーク面積 Ps を測定する。この

とき、次式により計算する試料 1g についてのデイル

ドリン含有量は 30µg 以下でなければならない。 
試料 1g についてのデイルドリンの含有量(µg)＝K×

(P／Ps)×3,000×(1／試料採取量(g)) 
ただし、K：デイルドリン標準液の濃度(µg／ml) 



Condition 1 : 
Column career; Wash kieselguhr (sieve : 177 ~ 250 µm) with 6 

mol/l HCl (aq) for 2 hours in reflux, and wash it with purified 
water until pH of effluent become neutral. After drying, 
methylsilylate it. 

Column filler; The column career with 5% of dimethyl silicon 
 
Column tube; Use a grass tube having the following property; 

internal diameter 3 mm, length 1500 ~ 2000 mm. 
Column temperature; 200℃ 
Temperature of the injector; 250℃ 
Detector; operated near 250℃ (the highest temperature for use, 

if radiation source is 3H) under appropriate over-voltage 
Career gas; Use high purified N2. Adjust the flow rate so that 

the retention time of dieldrine is around 12 minutes. 
Condition 2 : 

Follow the condition 1 except the following. 
 
Column career; Wash kieselguhr (sieve : 149 ~ 177 µm) with 6 

mol/l HCl (aq) for 2 hours in reflux, and wash it with purified 
water until pH of effluent become neutral. After drying, 
methylsilylate it. 

Column filler; The column career with 2% of diethylene glycol 
succinate for gas chromatography and with 0.5% phosphic 
acid. 

Column temperature; 175℃ 
Career gas; Use high purified N2. Adjust the flow rate so that 

the retention time of dieldrine is around 7 minutes. 
3, Reagents, standard solution etc.  

(1) Methanol 
Use methanol, conforming to the following test. 
Vacuum-concentrate 300 ml of methanol to 5 ml by a rotary 

evaporator. In testing 5 µl of the concentrate according to the 

操作条件 1 
カラム担体 ケイソウ土（標準網フルイ 177～

250µm）を 6mol／l 塩酸で 2 時間還流して洗い、

次いで精製水で流出液が中性となるまで洗つた

後、乾燥し、メチルシラザン処理を施す。 
カラム充てん剤 カラム担体に対してガスクロマ

トグラフ用シリコンを 5％含ませる。 
カラム管 内径 3mm、長さ 1,500～2,000mm のガ

ラス管を用いる。 
カラム温度 200℃ 
試験溶液注入口温度 250℃ 
検出器 至適加電圧を与え、250℃付近（線源がト

リチウムの場合は、最高使用温度）で操作する。 
キヤリヤーガス 高純度窒素を用いる。デイルドリ

ンが約 12 分で流出する流速に調整する。 
操作条件 2 

次に示す操作条件以外は、操作条件 1 に示すとこ

ろによる。 
カラム担体 ケイソウ土（標準網フルイ 149～

177µm）を 6mol／l 塩酸で 2 時間還流して洗い、

次いで精製水で流出液が中性となるまで洗つた

後、乾燥し、メチルシラザン処理を施す。 
カラム充てん剤 カラム担体に対してガスクロマ

トグラフ用ジエチレングリコールサクシネート

を 2％、リン酸を 0.5％含ませる。 
カラム温度 175℃ 
キヤリヤーガス 高純度窒素を用いる。デイルドリ

ンが約 7 分で流出する流速に調整する。 
3 試薬、標準液等 

(1) メタノール 
次の試験に適合するメタノールを用いる。 
メタノール 300ml をロータリーエバポレーター

を用いて 5ml に減圧濃縮し、その 5µl を採り、2 試



method of “2, Test procedure”, heights of peaks, excluding 
methanol, shall not be higher than that of 2×10－11 g of γ–BHC. 
 

(2) Composed magnesium silicate for column chromatography 
Heat composed magnesium silicate for column 

chromatography (sieve : 177 ~ 250 µm) at 450℃ all night, and 
preserve the heated magnesium silicate in a desiccator. Use the 
magnesium silicate, conforming to the following test. 

In testing the magnesium silicate with 10 ml of the standard 
dieldrine solution as a sample according to the method of 1, (2) 
and 2, almost all dieldrine shall be collected. 
 

(3) Hexane 
Use hexane, conforming to the following test. 
Vacuum-concentrate 300 ml of hexane to 5 ml by a rotary 

evaporator. In testing 5 µl of the concentrate according to the 
method of “2, Test procedure”, heights of peaks, excluding 
hexane, shall not be higher than that of 2×10－11 g of γ–BHC. 
 

(4) Anhydrous Na2SO4 
Use anhydrous Na2SO4, conforming to the following test. 
Suspend 20 g of anhydrous Na2SO4 in 100 ml of hexane. 

Repeat the following procedure (extraction) six times; shake it 
for 1 minute, and leave it for 10 minutes. After extraction, 
fractionate the hexane layer. Wash the Na2SO4 with small 
portion of hexane, and combine the washings to the hexane 
layer. Vacuum-concentrate the combined hexane to 5 ml by a 
rotary evaporator. In testing 5 µl of the concentrate according to 
the method of “2, Test procedure”, heights of peaks, excluding 
ethyl ether, shall not be higher than that of 2×10－11 g of 
γ–BHC. 

(5) Ethyl ether 
Use ethyl ether, conforming to the following test. 

験に準じて試験を行うとき、クロマトグラム上のメ

タノール以外のピークの高さは、2×10－11g のγ―

BHC が示すピークの高さ以下でなくてはならない。 
(2) カラムクロマトグラフ用合成ケイ酸マグネシウム 

カラムクロマトグラフ用合成ケイ酸マグネシウ

ム（標準網フルイ 177～250µm）を 450℃で一夜加

熱した後、デシケーター中で放冷したものであつ

て、次の試験に適合するものを用いる。 
デイルドリン標準液 10ml を試料とし、1 試験溶

液の調製(2) 精製及び 2 試験に準じて試験を行う

とき、デイルドリンがほとんど完全に回収されなけ

ればならない。 
(3) へキサン 

次の試験に適合するへキサンを用いる。 
ヘキサン 300ml をロータリーエバポレーターを

用いて 5ml に減圧濃縮し、その 5µl を採り、2 試

験に準じて試験を行うとき、クロマトグラム上のヘ

キサン以外のピークの高さは、2×10－11g のγ―

BHC が示すピークの高さ以下でなくてはならない。 
(4) 硫酸ナトリウム（無水） 

次の試験に適合する硫酸ナトリウム（無水）を用いる。 
硫酸ナトリウム（無水）を 20g 採り、(3)のへキサ

ン 100ml に懸濁する。1 分間振り混ぜた後 10 分間

静置する操作を 6 回繰り返した後、へキサンを分取

する。更にその硫酸ナトリウム（無水）を(3)のへキ

サン少量で洗い、洗液をこれに合わせる。このへキ

サンの全量をロータリーエバポレーターを用いて

5ml に減圧濃縮し、その 5µl を採り、2 試験に準

じて試験を行うとき、クロマトグラム上のへキサン

以外のピークの高さは、2×10－11g のγ―BHC が示

すピークの高さ以下でなくてはならない。 
(5) エチルエーテル 

次の試験に適合するエチルエーテルを用いる。 



Vacuum-concentrate 300 ml of ethyl ether to 5 ml by a rotary 
evaporator. In testing 5 µl of the concentrate according to the 
method of “2, Test procedure”, heights of peaks, excluding 
ethyl ether, shall not be higher than that of 2×10－11 g of 
γ–BHC. 

 
(6) 15% ethyl-ether-hexane solution 

Add 15 ml of ethyl ether in hexane, and dilute the mixture to 
100 ml with hexane. 

(7) Dieldrine standard 
Purity; not less than 98% 
Melting point; 177 ~ 179℃. 

(8) Standard dieldrine solution 
Dissolve 1.0 mg of the dieldrine standard in acetone. Dilute 

the solution to 100 ml with hexane (Ⅰ). Dilute 1 ml of the 
solution (Ⅰ) to 100 ml with hexane (Ⅱ). Dilute 10 ml of the 
solution (Ⅱ) to 100 ml with hexane (Ⅲ). Use the solution (Ⅲ) as 
the standard dieldrine solution. 

1 ml of standard dieldrine solution = 0.01 µg dieldrine 
(9) Kieselguhr 

Use kieselguhr refined for gas chromatography. 
 

(10) 6 mol/l HCl 
Dilute HCl (Prime grade reagent under JIS) about two-fold 

with purified water. 
(11) Purified water 

Use the purified water conforming to the Japanese Pharmacopeia. 
(12) High purified N2 

Use the 2nd grade gas under JIS. 
(13) Phosphic acid 

Use the Prime grade reagent under JIS. 
 

エチルエーテル 300ml をロータリーエバポレー

ターを用いて 5ml に減圧濃縮し、その 5µl を採り、

2 試験に準じて試験を行うとき、クロマトグラム

上のエチルエーテル以外のピークの高さは、2×10
－11g のγ―BHC が示すピークの高さ以下でなくて

はならない。 
(6) 15％エチルエーテル・へキサン溶液 

(5)のエチルエーテル 15ml に(3)のヘキサンを加

えて全量を 100ml とする。 
(7) デイルドリン標準品 

デイルドリンを 98％以上含む。融点は 177～
179℃である。 

(8) デイルドリン標準液 
デイルドリン標準品 1.0mg を正確に採り、(3)の

ヘキサンに溶かし、正確に 100ml とする。その 1ml
を正確に採り、(3)のへキサンを加えて 100ml とし、

更にその 10ml を正確に採り、(3)のヘキサンを加え

て 100ml としたものをデイルドリン標準液とする。 
デイルドリン標準液 1ml＝0.01µg デイルドリン 

(9) ケイソウ土 
ケイソウ土をガスクロマトグラフ用に精製した

ものを用いる。  
(10) 6mol／l 塩酸 

塩酸（日本工業規格試薬特級）を精製水で約 2 倍

に薄めたものを用いる。 
(11) 精製水 

日本薬局方精製水を用いる。 
(12) 高純度窒素 

日本工業規格の高純度窒素 2 級を用いる。 
(13) リン酸 

日本工業規格試薬特級を用いる。 
 



●Benz[a]anthracene 
A : Household Products 

Wood preservatives and termiticides containing creosote oil, for 
household use 

B : Criteria 
The above-mentioned household products shall satisfy the test, 

described in the ●Dibenz[a,h]anthracene, B : Criteria (limited to 
“wood preservatives and termiticides containing creosote oil, for 
household use”). 

In this case, the word “dibenz[a,h]anthracene”,“278”and 
“around 15 ~ 16 minutes” shall be deemed to be replaced with 
“benz[a]anthracene”, “228”, and “around 11 ~ 12 minutes”, 
respectively. 

 
A : Household Products 

Wood treated with antiseptics and termiticides, treated with 
creosote oil and mixture of creosote oil 

B : Criteria 
The above-mentioned household products shall satisfy the test, 

described in the ●Dibenz[a,h]anthracene, B : Criteria (limited to 
“Wood treated with antiseptics and termiticides, treated with 
creosote oil and mixture of creosote oil”). 

In this case, the word “dibenz[a,h]anthracene”,“278”and 
“around 15 ~ 16 minutes” shall be deemed to be replaced with 
“benz[a]anthracene”, “228”, and “around 11 ~ 12 minutes”, 
respectively. 

 

有害物質：ベンゾ［a］アントラセン 
家庭用品： 

クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材

防虫剤 
基準： 

左に掲げる家庭用品は、ジベンゾ［a，h］アントラセン

の項基準の欄に掲げる試験（クレオソート油を含有する家

庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤に係るものに限る。）に

適合しなければならない。 
この場合において、同欄中「ジベンゾ［a，h］アントラ

セン」とあるのは「ベンゾ［a］アントラセン」と、「278」
とあるのは「228」と、「約 15～16 分」とあるのは「約

11～12 分」と読み替えるものとする。 
 
家庭用品： 

クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防

腐木材及び防虫木材 
基準： 

左に掲げる家庭用品は、ジベンゾ［a，h］アントラセン

の項基準の欄に掲げる試験（クレオソート油及びその混合

物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材に係るもの

に限る。）に適合しなければならない。 
この場合において、同欄中「ジベンゾ［a，h］アントラ

セン」とあるのは「ベンゾ［a］アントラセン」と、「278」
とあるのは「228」と、「約 15～16 分」とあるのは「約

11～12 分」と読み替えるものとする。 
 

●Benz[a]pyrene 
A : Household Products 

Wood preservatives and termiticides containing creosote oil, for 
household use 

B : Criteria 
The above-mentioned household products shall satisfy the test, 

有害物質：ベンゾ［a］ピレン 
家庭用品： 

クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材

防虫剤 
基準： 

左に掲げる家庭用品は、ジベンゾ［a，h］アントラセン



described in the ●Dibenz[a,h]anthracene, B : Criteria (limited to 
“wood preservatives and termiticides containing creosote oil, for 
household use”). 

In this case, the word “dibenz[a,h]anthracene”,“278”and 
“around 15 ~ 16 minutes” shall be deemed to be replaced with 
“benz[a]pyrene”, “252”, and “around 13 ~ 14 minutes”, 
respectively. 

 
A : Household Products 

Wood treated with antiseptics and termiticides, treated with 
creosote oil and mixture of creosote oil 

B : Criteria 
The above-mentioned household products shall satisfy the test, 

described in the ●Dibenz[a,h]anthracene, B : Criteria (limited to 
“Wood treated with antiseptics and termiticides, treated with 
creosote oil and mixture of creosote oil”). 

In this case, the word “dibenz[a,h]anthracene”,“278”and 
“around 15 ~ 16 minutes” shall be deemed to be replaced with 
“benz[a]pyrene”, “252”, and “around 13 ~ 14 minutes”, 
respectively. 

 

の項基準の欄に掲げる試験（クレオソート油を含有する家

庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤に係るものに限る。）に

適合しなければならない。 
この場合において、同欄中「ジベンゾ［a，h］アントラ

セン」とあるのは「ベンゾ［a］ピレン」と、「278」とあ

るのは「252」と、「約 15～16 分」とあるのは「約 13～
14 分」と読み替えるものとする。 
 
家庭用品： 

クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防

腐木材及び防虫木材 
基準： 

左に掲げる家庭用品は、ジベンゾ［a，h］アントラセン

の項基準の欄に掲げる試験（クレオソート油及びその混合

物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材に係るもの

に限る。）に適合しなければならない。 
この場合において、同欄中「ジベンゾ［a，h］アントラ

セン」とあるのは「ベンゾ［a］ピレン」と、「278」とあ

るのは「252」と、「約 15～16 分」とあるのは「約 13～
14 分」と読み替えるものとする。 
 

●Formaldehyde 
A : Household Products 

Textile products, such as diaper, diaper cover, bib, underwear, 
night cloth, gloves, hosiery, intermediate wear, outer wear, cap hat 
and bedding for babies or infants within 24 months after birth 

B : Criteria 
The above-mentioned household products shall satisfy the 

following test. 
1, Preparation of Test Solution 

Cut a textile sample from a part of product contacting with skin, 
and cut the sample into small pieces. Weigh accurately 2.50 g of 
the pieces into a 200 ml grass-stoppered flask. Add 100 ml of 

有害物質：ホルムアルデヒド 
家庭用品： 

繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、

下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具

であつて、出生後 24 月以内の乳幼児用のもの 
基準： 

左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合し

なければならない。 
1 試験溶液の調製 

身体と接触する繊維の部分を細かく切つたものを試

料とし、その 2.50g を 200ml の共せんフラスコに正確

に量り採り、精製水 100ml を正確に加えた後、密せん



purified water to the flask, stopper securely, and heat the flask for 
1 hour in a water bath at 40℃ with occational shaking. Filter the 
extraction by a grass filter (conforming to G2 grass filter provided 
by JIS) with heating, and use the filtrate as the test solution. 

2, Test procedure 
Add 5.0 ml of the acetylacetone reagent in 5 ml of the test 

solution and the standard formaldehyde solution separately. After 
shaking, heat the mixtures in a water bath at 40℃ for 30 
minutes, and leave them at room temperature for 30 minutes. 
Measure the absorption A (the test solution) and As (the standard 
formaldehyde solution) according to the following condition; cell 
length 1 cm, wavelength of maximum absorption 412 ~ 415 nm, 
control the purified-water-acetylacetone mixture (5.0 ml purified 
water with 5.0 ml of the acetylacetone reagent).  

Separately, treat 5.0 ml of the test solution in the same manner 
(exception: use 5.0 ml of purified water instead of 5.0 ml of the 
acetylacetone reagent.). Measure the absorption A0 of the solution 
at the same condition as the above (exception: use purified water 
as control). The value (A – A0) shall not be more than 0.05, or the 
amount of formaldehyde in 1g of the sample shall not be more 
than 16 µg. 

The amount of formaldehyde in 1g of the sample (µg) = K×((A - 
Ao)/As)×100×(1/Weight of a sample (g)) 

K : Concentration of the standard formaldehyde solution (µg 
/ml) 

3, Identification 
If the value A – A0 is more than 0.05, or if the amount of 

formaldehyde in 1g of the sample is more than 16 µg, it shall be 
confirmed that the absorption A derives from formaldehyde, under 
a suitable following test (1) or (2). 
 
(1) Dimedone method 

Put 5 ml of the test solution in a grass-stoppered tube. Add 

し、40℃の水浴中で時々振り混ぜながら 1 時間抽出す

る。次に、この液をガラスろ過器（日本工業規格のガ

ラスろ過器（細孔記号 G2）に適合するもの）を用い

て温時ろ過し、これを試験溶液とする。 
2 試験 

試験溶液及びホルムアルデヒド標準液を正確にそれ

ぞれ 5.0ml 採り、それぞれにアセチルアセトン試液

5.0ml を加えて振り混ぜた後、40℃の水浴中で 30 分

間加温し、30 分間放置する。それぞれの溶液について、

精製水 5.0ml にアセチルアセトン試液 5.0ml を加えて

同様に操作したものを対照として、層長 1cm で 412～
415nm における吸収の極大波長で試験溶液に係る吸

光度 A 及びホルムアルデヒド標準液に係る吸光度 As
を測定する。 

また、別に試験溶液 5.0ml を採り、アセチルアセト

ン試液の代わりに精製水 5.0ml を用いて同様に操作す

る。その溶液について、精製水を対照として、吸光度

A 及び As を測定したときと同じ波長における吸光度

Ao を測定する。このとき、A－Ao の値が 0.05 以下又

は次式により計算する試料 1g についてのホルムアル

デヒド溶出量が 16µg 以下でなければならない。 
試料 1g についてのホルムアルデヒド溶出量(µg)＝K

×((A－Ao)／As)×100×(1／試料採取量(g)) 
ただし、K：ホルムアルデヒド標準液の濃度(µg／

ml) 
3 確認試験 

2 試験において、A－Ao の値が 0.05 を超えたとき

又はホルムアルデヒドの溶出量が 16µg を超えたとき

は、次の(1)又は(2)のいずれかの試験により、吸光度 A
を測定した波長における吸収がホルムアルデヒドによ

るものであることを確認しなければならない。 
(1) ジメドン法 

試験溶液 5.0ml を共せん試験管に採り、ジメド



1.0 ml of the dimedone-etanol solution to the tube. After 
shaking, heat the tube in a water bath at 40℃ for 10 minutes. 
Add 5.0 ml of the acetylacetone reagent into the tube. After 
shaking, heat the tube in a water bath at 40℃ for 30 minutes, 
and leave them at room temperature for 30 minutes. In 
measuring the absorption spectrum in constrast with the blank 
prepared in the same manner using 5.0 ml of purified water 
instead of the test solution, the same absorption spectrum as 
the above measurement in section 2 at the wavelength 412 ~ 
415 nm shall not be detected.  

(2) High performance liquid chromatograph 
Test 10 µl of the each mixture (the test solution, obtained in 

section 2, with the acetylacetone reagent (A); the standard 
formaldehyde solution with the acetylacetone reagent (B)) 
under the following condition. 

The mixture (A) shall give the peak having the same retention 
time as that of the mixture (B) 
 
 
 
 
Condition: 

Column tube; Use a stainless steel tube having the following 
property; the internal diameter 4.6 mm, length 150 mm. 

Column filler; Octadecylsilylated silica gel, particle size: 5 
µm. 

Column temperature; 35℃ 
Detector; Ultraviolet-visible detector 
Detective wavelength; 412 ~ 415 nm 
Mobile phase; Acetonitrile : purified water (15 : 85 ~ 20 : 80) 
Flow rate; 1.0 ml/min 

4, Reagents, standard solution etc.  
(1) Purified water 

ン・エタノール溶液 1.0ml を加えて振り混ぜ、40℃
の水浴中で 10 分間加温し、更にアセチルアセトン

試液 5.0ml を加えて振り混ぜ、40℃の水浴中で 30
分間加温し、30 分間放置した後、試験溶液の代わり

に精製水 5.0ml を用いて同様に操作したものを対照

として吸収スペクトルを測定するとき、波長 412～
415nm において、吸光度 A 及び As を測定した場合

と同様の吸収スペクトルを示してはならない。 
 
 

(2) 高速液体クロマトグラフ法 
2 試験によつて得られた試験溶液にアセチルア

セトン試液を加えた液及びホルムアルデヒド標準液

にアセチルアセトン試液を加えた液をそれぞれ 10µl
採り、次の操作条件で試験を行う。 
試験溶液にアセチルアセトン試液を加えた液のク

ロマトグラム上に、ホルムアルデヒド標準液にアセ

チルアセトン試液を加えた液におけるホルムアルデ

ヒド―アセチルアセトン反応生成物のピークと保持

時間が一致する保持時間を持つピークが存在しなく

てはならない。 
操作条件 

カラム管 内径 4.6mm、長さ 150mm のステンレ

ス管を用いる。 
カラム充てん剤 粒径 5µm のオクタデシルシリ

ル化シリカゲルを用いる。 
カラム温度 35℃ 
検出器 紫外可視検出器 
検出波長 412～415nm 
移動相 アセトニトリル：精製水（15：85～20：80） 
流速 毎分 1.0ml 

4 試薬、標準液等 
(1) 精製水 



Use the purified water conforming to the Japanese Pharmacopeia. 
(2) Standard formaldehyde solution 

(a) Standardization of formalin 
Add about 1 g of formalin (conforming to the Japanese 

Pharmacopeia) into a weighing bottle, and dilute the mixture 
to 100 ml with purified water. Add 50 ml of 0.05 mol/l iodine 
solution (the standard solution for quantitative analysis, 
conforming to the Japanese Pharmacopeia) and 20 ml of 1 
mol/l KOH (aq) (the standard solution for quantitative 
analysis, conforming to the Japanese Pharmacopeia) in 10 ml 
of the diluted formalin, and leave it for 15 minutes in 
ordinary temperature. Add 15 ml of dilute sulfuric acid 
(reagent conforming to the Japanese Pharmacopeia) into the 
mixture. Titrate extricated iodine with 0.1 mol/l sodium 
thiosulfate solution (the standard solution for quantitative 
analysis, conforming to the Japanese Pharmacopeia). 
Separatedly, test 10 ml of purified water in the same manner 
as the blank test. 

Caliculate the amount of formaldehyde in the formalin 
according to the following formula. 

C (%) = 1.5013×((Vo－V)F/1,000)×(100/10)×(1/W)×100 
 
 
Vo: Titre of 0.1 mol/l sodium thiosulfate solution in the 

blank test 
V: Titre of 0.1 mol/l sodium thiosulfate solution in the 

exnamination 
F: Titer of 0.1 mol/l sodium thiosulfate solution 
W: Weight of formalin for the test 

(b) Preparation of the standard formaldehyde solution 
Dilute 400/C g of the formalin to 100 ml with purified 

water. Repeat the following procedure (dilution) 5 times; 
dilute 10 ml of the solution ten-fold. 

日本薬局方精製水を用いる。 
(2) ホルムアルデヒド標準液 

ア ホルマリンの標定 
ホルマリン（日本薬局方ホルマリン）約 1g を

精製水を入れたはかりびんで精密に量り、精製水

を加えて正確に 100ml とする。その 10ml を正確

に量り採り、0.05mol／l ヨウ素液（日本薬局方定

量分析用標準液）50ml を正確に加え、更に 1mol
／l 水酸化カリウム液（日本薬局方定量分析用標

準液）20ml を加えた後、15 分間常温で放置する。

更に希硫酸（日本薬局方試薬）15ml を加え、過

剰のヨウ素を 0.1mol／l チオ硫酸ナトリウム液

（日本薬局方定量分析用標準液）で滴定する（指

示薬：日本薬局方デンプン試液）。別に精製水

10ml を用いて同様の方法で空試験を行う。 
 
 
 

ホルマリン中のホルムアルデヒド含有量 C(％)
は次式により求める。 

C(％)＝1.5013×((Vo－V)F／1,000)×(100／
10)×(1／W)×100 

ただし、 
Vo：空試験における 0.1mol／l チオ硫酸ナトリ

ウム液の滴定量(ml) 
V：本試験における 0.1mol／l チオ硫酸ナトリ

ウム液の滴定量(ml) 
F：0.1mol／l チオ硫酸ナトリウム液の力価 
W：ホルマリンの採取量(g) 

イ ホルムアルデヒド標準液の調製 
ホルマリン（日本薬局方ホルマリン）400／Cg

を正確に量り採り、精製水を加えて 100ml とす

る。この溶液を用いて、10ml を正確に採り、精



 
 
1 ml of standard formaldehyde solution = 0.4 µg HCHO 

(3) Acetylacetone reagent 
Dissolve 150 g of ammonium acetate (Prime grade reagent 

under JIS) in purified water. Add 3 ml of glacial acetic acid 
(Prime grade reagent under JIS) and 2 ml of acetylacetone 
(Prime grade reagent under JIS) into the solution. Dilute the 
mixture to 1000 ml with purified water. Prepare it before use. 

(4) Dimedone-etanol solution 
Dissolve 1 g of dimedone (Prime grade reagent under JIS) in 

ethanol (conforming to the Japanese Pharmacopeia), and dilute 
the solution to 100 ml with ethanol. Prepare it before use. 

 
A : Household Products 

Textile products, such as underwear, night cloth, gloves and 
hosiery (excluding the product for babies or infants within 24 
months after birth),  

Japanese sox (tabi) 
Adhesive for wig, artificial eyelashes, false moustache (beard) and 

suspending socks  
B : Criteria 

The above-mentioned household products shall satisfy the 
following test. 
1, Preparation of Test Solution 

(1) For textile products 
Cut a textile sample from a part of product contacting with 

skin, and cut the sample into small pieces. Weigh about 1 g of 
the pieces into a 200 ml grass-stoppered flask. Add 100 ml of 
purified water to the flask, stopper securely, and heat the flask 
for 1 hour in a water bath at 40℃ with occational shaking. Filter 
the extraction by a grass filter (conforming to G2 grass filter 
provided by JIS) with heating, and use the filtrate as the test 

製水で 10 倍量に希釈する操作を 5 回繰り返して

ホルムアルデヒド標準液とする。 
ホルムアルデヒド標準液 1ml＝0.4µgHCHO 

(3) アセチルアセトン試液 
酢酸アンモニウム（日本工業規格試薬特級）150g

に適量の精製水を加えて溶かし、氷酢酸（日本工業

規格試薬特級）3ml 及びアセチルアセトン（日本工

業規格試薬特級）2ml を加え、更に精製水を加えて

1,000ml としたものを用いる。用時調製する。 
(4) ジメドン・エタノール溶液 

ジメドン（日本工業規格試薬特級）1g にエタノー

ル（日本薬局方エタノール）を加えて溶かし、100ml
としたものを用いる。用時調製する。 
 

家庭用品： 
繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及びくつした（出生

後 24 月以内の乳幼児用のものを除く。）、 
 
たび 
並びにかつら、つけまつげ、つけひげ又はくつしたどめ

に使用される接着剤 
基準： 

左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合し

なければならない。 
1 試験溶液の調製 

(1) 繊維製品の場合 
身体と接触する繊維の部分を細かく切つたもの

を試料とし、その約 1g を 200ml の共せんフラスコ

に正確に量り採り、精製水 100ml を正確に加えた

後、密せんし、40℃の水浴中で時々振り混ぜながら

1 時間抽出する。次に、この液をガラスろ過器（日

本工業規格のガラスろ過器（細孔記号 G2）に適合

するもの）を用いて温時ろ過し、これを試験溶液と



solution. 
(2) For adhesive 

Weigh about 2g of a sample in a flask of steam distillation 
equipment, and add 50 ml of purified water and 3 ml of the 
phosphate solution into the flask. Put 10 ~ 20 ml of purified 
water into the receiver, soak the adapter into purified water, 
and perform steam distillation. When the volume of the 
distillate becomes 190 ml, stop the distillation. Dilute the 
distillate to 200 ml with purified water, and use the solution as 
the test solution. 

2, Test procedure 
Add 5.0 ml of the acetylacetone reagent in 5 ml of the test 

solution and the standard formaldehyde solution separately. After 
shaking, heat the mixtures in a water bath at 40℃ for 30 
minutes, and leave them at room temperature for 30 minutes. 
Measure the absorption A (the test solution) and As (the standard 
formaldehyde solution) according to the following condition; cell 
length 1 cm, wavelength of maximum absorption 412 ~ 415 nm, 
control the purified-water-acetylacetone mixture (5.0 ml purified 
water with 5.0 ml of the acetylacetone reagent).  

Separately, treat 5.0 ml of the test solution in the same manner 
(exception: use 5.0 ml of purified water instead of 5.0 ml of the 
acetylacetone reagent.). Measure the absorption A0 of the solution 
at the same condition as the above (exception: use purified water 
as control). The amount of formaldehyde in 1g of the sample shall 
not be more than 75 µg, according to the following formula. 

The amount of formaldehyde in 1g of the sample (µg) = K×((A - 
Ao)/As)×E×(1/Weight of a sample (g)) 

 
K : Concentration of the standard formaldehyde solution (µg /ml) 
E : 100 for textile products, 200 for adhesive 

 
If the amount of formaldehyde in 1g of the sample is more than 

する。 
(2) 接着剤の場合 

試料約 2g を水蒸気蒸留装置のフラスコに精密に

量り採り、精製水 50ml 及びリン酸溶液 3ml を加え

た後、受器に精製水 10～20ml を入れ冷却器のアダ

プターが精製水に浸るようにして水蒸気蒸留を行

う。留液が 190ml になつたとき、蒸留をやめ、精製

水を加えて正確に 200ml とし、試験溶液とする。 
 
 

2 試験 
試験溶液及びホルムアルデヒド標準液を正確にそれ

ぞれ 5.0ml 採り、それぞれにアセチルアセトン試液

5.0ml を加えて振り混ぜた後、40℃の水浴中で 30 分

間加温し、30 分間放置する。それぞれの溶液について、

精製水 5.0ml にアセチルアセトン試液 5.0ml を加えて

同様に操作したものを対照として、層長 1cm で 412～
415nm における吸収の極大波長で試験溶液に係る吸

光度 A 及びホルムアルデヒド標準液に係る吸光度 As
を測定する。また、別に試験溶液 5.0ml を採り、アセ

チルアセトン試液の代わりに精製水 5.0ml を用いて同

様に操作する。その溶液について、精製水を対照とし

て、吸光度 A 及び As を測定したときと同じ波長にお

ける吸光度 Ao を測定する。このとき、次式により計

算する試料 1g についてのホルムアルデヒド溶出量は

75µg 以下でなければならない。 
試料 1g についてのホルムアルデヒド溶出量(µg)＝K

×((A－Ao)／As)×E×(1／試料採取量(g)) 
ただし、 
K：ホルムアルデヒド標準液の濃度(µg／ml) 
E：繊維製品にあつては 100 とし、接着剤にあつて

は 200 とする。 
ただし、ホルムアルデヒドの溶出量が 75µg を超え



75 µg, it shall be confirmed that the absorption A derives from 
formaldehyde, under the following test. 

 
Put 5.0 ml of the test solution in a grass-stoppered tube. Add 1.0 

ml of the dimedone-etanol solution to the tube. After shaking, 
heat the tube in a water bath at 40℃ for 10 minutes. Add 5.0 ml of 
the acetylacetone reagent into the tube. After shaking, heat the 
tube in a water bath at 40℃ for 30 minutes, and leave them at 
room temperature for 30 minutes. In measuring the absorption 
spectrum in constrast with the blank prepared in the same 
manner using 5.0 ml of purified water instead of the test solution, 
the same absorption spectrum as the above measurement in 
section 2 at the wavelength 412 ~ 415 nm shall not be detected.  

3, Reagents, standard solution etc.  
(1) Purified water 

Use the purified water conforming to the Japanese Pharmacopeia. 
(2) Phosphate solution 

Dissolve 5 g of phosphoric acid (Prime grade reagent under 
JIS) in purified water, and dilute the solution to 25 ml with 
purified water. 

(3) Standard formaldehyde solution 
(a) Standardization of formalin 

Add about 1 g of formalin (conforming to the Japanese 
Pharmacopeia) into a weighing bottle, and dilute the mixture 
to 100 ml with purified water. Add 50 ml of 0.05 mol/l iodine 
solution (the standard solution for quantitative analysis, 
conforming to the Japanese Pharmacopeia) and 20 ml of 1 
mol/l KOH (aq) (the standard solution for quantitative 
analysis, conforming to the Japanese Pharmacopeia) in 10 ml 
of the diluted formalin, and leave it for 15 minutes in 
ordinary temperature. Add 15 ml of dilute sulfuric acid 
(reagent conforming to the Japanese Pharmacopeia) into the 
mixture. Titrate extricated iodine with 0.1 mol/l sodium 

たときは、次の試験により、吸光度 A を測定した波長

における吸収がホルムアルデヒドによるものであるこ

とを確認しなければならない。 
試験溶液 5.0ml を共せん試験管に採り、ジメドン・

エタノール溶液 1.0ml を加えて振り混ぜ、40℃の水浴

中で 10 分間加温し、更にアセチルアセトン試液 5.0ml
を加えて振り混ぜ、40℃の水浴中で 30 分間加温し、

30 分間放置した後、試験溶液の代わりに精製水 5.0ml
を用いて同様に操作したものを対照として吸収スペク

トルを測定するとき、波長 412～415nm において、吸

光度 A 及び As を測定した場合と同様の吸収スペクト

ルを示してはならない。 
 

3 試薬、標準液等 
(1) 精製水 

日本薬局方精製水を用いる。 
(2) リン酸溶液 

リン酸（日本工業規格試薬特級）5g を採り、精製

水を加えて 25ml としたものを用いる。 
 

(3) ホルムアルデヒド標準液 
ア ホルマリンの標定 

ホルマリン（日本薬局方ホルマリン）約 1g を

精製水を入れたはかりびんで精密に量り、精製水

を加えて正確に 100ml とする。その 10ml を正確

に量り採り、0.05mol／l ヨウ素液（日本薬局方定

量分析用標準液）50ml を正確に加え、更に 1mol
／l 水酸化カリウム液（日本薬局方定量分析用標

準液）20ml を加えた後、15 分間常温で放置する。

更に希硫酸（日本薬局方試薬）15ml を加え、過

剰のヨウ素を 0.1mol／l チオ硫酸ナトリウム液

（日本薬局方定量分析用標準液）で滴定する（指

示薬：日本薬局方デンプン試液）。別に精製水



thiosulfate solution (the standard solution for quantitative 
analysis, conforming to the Japanese Pharmacopeia). 
Separatedly, test 10 ml of purified water in the same manner 
as the blank test. 

Caliculate the amount of formaldehyde in the formalin 
according to the following formula. 

C (%) = 1.5013×((Vo－V)F/1,000)×(100/10)×(1/W)×100 
 
 
Vo: Titre of 0.1 mol/l sodium thiosulfate solution in the 

blank test 
V: Titre of 0.1 mol/l sodium thiosulfate solution in the 

exnamination 
F: Titer of 0.1 mol/l sodium thiosulfate solution 
W: Weight of formalin for the test 

(b) Preparation of the standard formaldehyde solution 
Dilute 400/C g of the formalin to 100 ml with purified 

water. Repeat the following procedure (dilution) 5 times; 
dilute 10 ml of the solution ten-fold. 

 
 
1 ml of standard formaldehyde solution = 0.4 µg HCHO 

(4) Acetylacetone reagent 
Dissolve 150 g of ammonium acetate (Prime grade reagent 

under JIS) in purified water. Add 3 ml of glacial acetic acid 
(Prime grade reagent under JIS) and 2 ml of acetylacetone 
(Prime grade reagent under JIS) into the solution. Dilute the 
mixture to 1000 ml with purified water. Prepare it before use. 

(5) Dimedone-etanol solution 
Dissolve 1 g of dimedone (Prime grade reagent under JIS) in 

ethanol (conforming to the Japanese Pharmacopeia). Dilute the 
solution to 100 ml with ethanol. Prepare it before use. 

 

10ml を用いて同様の方法で空試験を行う。 
 
 
 
ホルマリン中のホルムアルデヒド含有量 C(％)

は次式により求める。 
C(％)＝1.5013×((Vo－V)F／1,000)×(100／

10)×(1／W)×100 
ただし、 
Vo：空試験における 0.1mol／l チオ硫酸ナトリ

ウム液の滴定量(ml) 
V：本試験における 0.1mol／l チオ硫酸ナトリ

ウム液の滴定量(ml) 
F：0.1mol／l チオ硫酸ナトリウム液の力価 
W：ホルマリンの採取量(g) 

イ ホルムアルデヒド標準液の調製 
ホルマリン（日本薬局方ホルマリン）400／Cg

を正確に量り採り、精製水を加えて 100ml とす

る。この溶液を用いて、10ml を正確に採り、精

製水で 10 倍量に希釈する操作を 5 回繰り返して

ホルムアルデヒド標準液とする。 
ホルムアルデヒド標準液 1ml＝0.4µgHCHO 

(4) アセチルアセトン試液 
酢酸アンモニウム（日本工業規格試薬特級）150g

に適量の精製水を加えて溶かし、氷酢酸（日本工業

規格試薬特級）3ml 及びアセチルアセトン（日本工

業規格試薬特級）2ml を加え、更に精製水を加えて

1,000ml としたものを用いる。用時調製する。 
(5) ジメドン・エタノール溶液 

ジメドン（日本工業規格試薬特級）1g にエタノー

ル（日本薬局方エタノール）を加えて溶かし、100ml
としたものを用いる。用時調製する。 

 



●Methanol 
A : Household Products 

Aerosol products for household use 
B : Criteria 

The above-mentioned household products shall satisfy the 
following test. 
1, Preparation of Test Solution 

Spray content of a sample into an ice-cold 200 ml flask in a draft 
chamber. Weigh 10.0 g of the content in a 100ml flask. Add 20 ml 
of purified water, 2 g of NaCl, 10 ml of ethanol and 2 drops of 
liquid paraffin in the flask. Distill the mixture on open fire, and 
collect 25 ml of the distillate into a graduated test tube. Transfer 
the distillate into a 100 ml separatory funnel. Wash the tube with 
25 ml of purified water, and combine the washings with the 
distillate. Add 10 ml of hexane into the funnel, shake it for 2 
minutes strongly, and fractionate the water layer into a 
measuring flask. Add 20 ml of purified water into the funnel, 
shake it for 2 minutes strongly, and fractionate the water layer 
into a measuring flask. Dilute the extract to 100 ml with purified 
water. Take 1.0 ml of the solution into a 10 ml measuring flask, 
dilute the solution to 10 ml with ethanol, and use the obtained 
solution as the test solution.  

2, Test procedure 
Use a gas chromatograph with a flame ionization detector (FID). 
Inject 1 µl of the test solution to gas chromatograph under the 

following condition 1 and 2. Compare the chromatograms with 
those obtained by injecting 1 µl of the standard methanol solution. 
If the test solution gives a peak having the same retention time as 
that of the standard methanol solution in the both conditions, 
measure the peak heights H (the test solution) and HS (the 
standard methanol solution). The amount of methanol in the 
sample shall not be more than 5 w/w%, calculated by the following 
formula. 

有害物質：メタノール 
家庭用品： 

家庭用エアゾル製品 
基準： 

左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合し

なければならない。 
1 試験溶液の調製 

200ml のフラスコを氷冷し、ドラフト内で内容液を

フラスコ内に噴出させ試料とする。試料 10.0g を

100ml のフラスコに正確に量り採り、精製水 20ml、
塩化ナトリウム 2g、エタノール 10ml 及び流動パラフ

イン 2 滴を加えた後、直火で蒸留し、留液を目盛付き

試験管に 25ml 採る。次に、留液を 100ml の分液漏斗

に移した後、試験管を 25ml の精製水で洗い、洗液は

留液に合わせる。分液漏斗にヘキサン 10ml を加えて

2 分間激しく振り混ぜた後、水層を 100ml のメスフラ

スコに分取する。更に分液漏斗に精製水 20ml を加え

て 2 分間激しく振り混ぜた後、水層を分取しメスフラ

スコに合わせる。メスフラスコに精製水を加えて全量

を正確に 100ml とする。その 1.0ml を 10ml のメスフ

ラスコに正確に採り、エタノールを加えて正確に 10ml
としたものを試験溶液とする。 

2 試験 
水素炎型検出器付きガスクロマトグラフを用いる。 
試験溶液及びメタノール標準液を正確にそれぞれ

1µl 採り、次の操作条件 1 及び 2 で試験を行い、得ら

れたクロマトグラムのピークを比較する。メタノール

標準液の保持時間と一致する保持時間を持つピーク

が、いずれの操作条件においても存在する場合は、そ

のピークについていずれか適切な条件のもとに得られ

たクロマトグラム上で試験溶液のピーク高さ H 及び

メタノール標準液の高さ Hs を測定する。このとき、

次式により計算する試料中のメタノールの含有量は



 
The amount of methanol (w/w%) = K×(H/Hs)×(1/Weight of a 

sample (g))×1,000 
K : Concentration of the standard methanol solution (w/v%) 

Condition 1: 
Column career; Use absorbed-type carrer: copolymer of 

ethylbinylbenzene and dibinylbenzene (sieve : 149 ~ 177 µm). 
 
Column tube; Use a grass tube having the following property;  

internal diameter 3 mm, length 2000 mm. 
Column temperature; 130℃ 
Temperature of the injector and the detector; 160℃ 
Career gas; Use high purified N2. Adjust the flow rate so that the 

retention time of methanol is around 5 ~ 6 minutes. In addition, 
adjust the flow of H2 and air in the appropriate condition. 

Condition 2: 
Column career; Terephtalic acid (sieve : 177 ~ 250 µm). 
 
Column filler; The column career with 10% of polyethylene 

glycol 1500 for gas chromatograph 
 
Column tube; Use a grass tube having the following property; 

internal diameter 3 mm, length 1500 mm. 
Column temperature; 50℃ 
Temperature of the injector and the detector; 150℃ 
Career gas; Use high purified N2. Adjust the flow rate so that the 

retention time of methanol is around 7 ~ 8 minutes. In addition, 
adjust the flow of H2 and air in the appropriate condition. 

3, Reagents, standard solution etc.  
(1) Purified water 

Use the purified water conforming to the Japanese Pharmacopeia. 
(2) NaCl 

Use the NaCl conforming to the Japanese Pharmacopeia. 

5W／W％以下でなければならない。 
メタノール含有量(W／W％)＝K×(H／Hs)×(1／

試料採取量(g))×1,000 
ただし、K：メタノール標準液の濃度(W／V％) 

操作条件 1 
カラム担体 エチルビニルベンゼンとジビニルベ

ンゼンのコポリマー（標準網フルイ 149～177μ
m）の吸着型担体を用いる。 

カラム管 内径 3mm、長さ 2,000mm のガラス管を

用いる。 
カラム温度 130℃ 
試験溶液注入口及び検出器温度 160℃ 
キヤリヤーガス 高純度窒素を用いる。メタノール

が約 5～6 分で流出する流速に調整するとともに、

水素及び空気の流量を至適条件に調整する。 
操作条件 2 

カラム担体 テレフタル酸（標準網フルイ 177～
250µm） 

カラム充てん剤 カラム担体に対しガスクロマト

グラフ用ポリエチレングリコール 1500 を 10％含

ませる。 
カラム管 内径 3mm、長さ 1,500mm のガラス管を

用いる。 
カラム温度 50℃ 
試験溶液注入口及び検出器温度 150℃ 
キヤリヤーガス 高純度窒素を用いる。メタノール

が約 7～8 分で流出する流速に調整するとともに、

水素及び空気の流量を至適条件に調整する。 
3 試薬、標準液等 

(1) 精製水 
日本薬局方精製水を用いる。 

(2) 塩化ナトリウム 
日本薬局方塩化ナトリウムを用いる。 



(3) Ethanol 
Use ethanol, conforming to the following test. 
In testing 1 µl of ethanol according to the method of “2, Test 

procedure”, peak of methanol shall not be given. 
 

(4) Liquid paraffin 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(5) Hexane 
Use the Prime grade reagent under JIS. 

(6) Standard metanol solution 
Dilute 10.0 g of methanol (Prime grade reagent under JIS) to 

100ml with ethanol. Dilute the diluted solution 200-fold with 
ethanol. 

 
(7) High purified N2 

Use the 2nd grade gas under JIS. 
(8) H2 

Use the 3rd grade gas under JIS. 
(9) Terephtalic acid 

Use terephtalic acid refined for gas chromatography. 
 

(3) エタノール 
次の試験に適合するエタノールを用いる。 
エタノール 1µl を採り、2 試験に準じて試験を

行うとき、クロマトグラム上にメタノールのピーク

を認めてはならない。 
(4) 流動パラフイン 

日本工業規格試薬特級を用いる。 
(5) ヘキサン 

日本工業規格試薬特級を用いる。 
(6) メタノール標準液  

メタノール（日本工業規格試薬特級）10.0g を正

確に量り採り、エタノールを加えて正確に 100ml
とし、この液をエタノールを用いて正確に 200 倍に

希釈したものをメタノール標準液とする。 
(7) 高純度窒素 

日本工業規格の高純度窒素 2 級を用いる。 
(8) 水素 

日本工業規格の水素 3 級を用いる。 
(9) テレフタル酸 

ガスクロマトグラフ用に精製したものを用いる。 
 

●Organomercury Compounds 
A : Household Products 

Textile products, such as diaper, diaper cover, bib, underwear, 
sanitary band, sanitary panty, gloves and hosiery 

Adhesive, paint, wax and shoe polisher, for household use 
respectively 

 
 

B : Criteria 
The above-mentioned household products shall satisfy the 

following test. 
1, Preparation of Test Solution 

有害物質：有機水銀化合物 
家庭用品： 

繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、

下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした 
家庭用接着剤 
家庭用塗料 
家庭用ワツクス 
くつ墨及びくつクリーム 

基準： 
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合し

なければならない。 
1 試験溶液の調製 



Weigh accurately 1.0 g of a sample (For textile products, small 
pieces cut from a part of product contacting with skin) into a 100 
ml separatory funnel (Ⅰ). Add 1 ml of purified water and 50 ml of 
0.5 mol/l HCl into the funnel, and leave it for 30 minutes. Add 10 
ml of CCl4 into the funnel, shake it for 5 minutes strongly, 
fractionate the CCl4 layer into a separatory funnel (Ⅱ). Add 10 ml 
of CCl4 into the funnel (Ⅰ), shake it for 5 minutes strongly, 
fractionate the CCl4 layer into the funnel (Ⅱ). Add 10 ml of 
cysteine-acetate solution into the funnel (Ⅱ), leave it, (if need be, 
centrifuge the solution), fractionate the cysteine-acetate solution 
layer, and use the fractionation as the test solution. 

 
2, Test procedure (flameless atomic absorption spectrophotometer) 

Choose either of the following procedures, (1) or (2). 
(1) Heat gasification; gold amalgam method 

Take 0.2 ml of the test solution into a qoartz boat, add sufficient 
powdered Ca(OH)2 to cover the surface of the test solution, and 
measure the absorption A at the wavelength 253.7 nm. 

Separately, take 1.0 ml of the standard Hg solution, add 50 ml 
of 0.5 mol/l HCl, leave it for 30 minutes, and treat the solution 
according to the same manner as “1, Preparation of Test 
Solution”. Measure the absorption As of 2.0 ml of the treated 
solution, under the same condition as the test solution. A shall 
be less than As. 

(2) Reduction gastification method 
Test 2.0 ml of the test solution, according to JIS K 0120, 

44.1.2, Method B, and measure the absorption A at the 
wavelength 253.7 nm. 

Separately, take 1.0 ml of the standard Hg solution, add 50 ml 
of 0.5 mol/l HCl, leave it for 30 minutes, and treat the solution 
according to the same manner as “1, Preparation of Test 
Solution”. Measure the absorption As of 2.0 ml of the treated 
solution, under the same condition as the test solution. A shall 

試料（繊維製品にあつては、身体と接触する繊維の

部分を細かく切つたもの）1.0g を分液漏斗（Ⅰ）に正

確に量り採り、精製水 1ml 及び 0.5mol／l 塩酸 50ml
を加え、30 分間放置し、更に四塩化炭素 10ml を加え

て 5 分間激しく振り混ぜたのち、四塩化炭素層を分液

漏斗（Ⅱ）に分取する。更に分液漏斗（Ⅰ）に四塩化

炭素 10ml を加えて 5 分間激しく振り混ぜたのち、四

塩化炭素層を分液漏斗（Ⅱ）に分取する。分液漏斗（Ⅱ）

にシステイン・アセテート溶液 10ml を正確に加えて

振り混ぜたのち、静置し、更に必要があれば遠心分離

を行つたのち、システイン・アセテート溶液層を分取

し、これを試験溶液とする。 
2 試験（フレームレス原子吸光法） 

次の(1)又は(2)のいずれかの試験による。 
(1) 加熱気化―金アマルガム法 

試験溶液 0.2ml を正確に採り、石英ボートに入れ、

液面が隠れるように粉末状の水酸化カルシウムを

加え、波長 253.7nm における吸光度 A を測定する。 
別に、水銀標準液 1.0ml を正確に採り、0.5mol

／l 塩酸 50ml を加え、30 分間放置し、以下 1 試

験溶液の調製の場合と同様に操作して得られた溶

液 0.2ml を正確に採り、試験溶液の場合と同様に操

作して吸光度 As を測定するとき、A は As より小さ

くなければならない。 
(2) 還元気化法 

試験溶液 2.0ml を正確に採り、日本工業規格

K0102 の 44.1.2 の B 法に準じて操作し、波長

253.7nm における吸光度 A を測定する。 
別に、水銀標準液 1.0ml を正確に採り、0.5mol

／l 塩酸 50ml を加え、30 分間放置し、以下 1 試

験溶液の調製の場合と同様に操作して得られた溶

液 2.0ml を正確に採り、試験溶液の場合と同様に操

作して吸光度 As を測定するとき、A は As より小さ



be less than As. 
3, Reagents, standard solution etc.  

(1) Purified water 
Use the purified water conforming to the Japanese Pharmacopeia. 

(2) 0.5 mol/l HCl 
Use the 0.5 mol/l HCl (conforming to the Japanese 

Pharmacopeia), washed 4-times with CCl4. 
(3) CCl4 

Use the Prime grade reagent under JIS. 
(4) Cysteine-acetate solution 

Dissolve 1 g of L-cisteine hydrochloride (Prime grade reagent 
under JIS), 0.8 g of sodium acetate (Prime grade reagent under 
JIS) and 12.5 g of anhydride sodium sulfate (Prime grade reagent 
under JIS) in purified water, and dilute the solution to 100 ml 
with purified water (if need be, filtrate the diluted solution). 

(5) Ca(OH)2 
Use the 1st grade reagent under JIS, heated at about 800℃ 

for 5 hours. 
(6) Standard Hg solution 

Dissolve 167.9 mg of phenylmercuric acetate (purity; not less 
than 98%) in purified water, and dilute the solution to 1000 ml 
with purified water. Dilute 10 ml of the solution to 100 ml with 
purified water, and dilute 10 ml of the diluted solution to 100 ml 
with purified water. 

1 ml of the standard Hg solution = 1 µg Hg 
 

くなければならない。 
3 試薬、標準液等 

(1) 精製水 
日本薬局方精製水を用いる。 

(2) 0.5mol／l 塩酸 
0.5mol／l 塩酸試液（日本薬局方試液）を四塩化

炭素で 4 回洗つたものを用いる。 
(3) 四塩化炭素 

日本工業規格試薬特級を用いる。 
(4) システイン・アセテート溶液 

L―システイン塩酸塩（一水塩）（日本工業規格

試薬特級）1g、酢酸ナトリウム（日本工業規格試薬

特級）0.8g 及び硫酸ナトリウム（無水）（日本工業

規格試薬特級）12.5g を精製水に溶かし、100ml と
し、必要があればろ過したものを用いる。 

(5) 水酸化カルシウム 
水酸化カルシウム（日本工業規格試薬一級）を約

800℃で 5 時間強熱したものを用いる。 
(6) 水銀標準液 

酢酸フエニル水銀（純度 98％以上のもの）167.9mg
を正確に採り、精製水に溶かし、正確に 1,000ml とす

る。その 10ml を正確に採り、精製水を加えて 100ml
とし、更にその 10ml を正確に採り、精製水を加えて

100ml としたものを水銀標準液とする。 
水銀標準液 1ml＝1µgHg 

 
Appended Table 2 (Re: Article 2) 
A : Household Products 

Liquid cleaner for residence use (excluding product Deleterious 
Substances containing hydrogen chloride or sulfuric acid), contains 
hydrogen chloride or sulfuric acid 

B : Criteria 
Any container or package, used for the above-mentioned household 

別表第２（第２条関係） 
家庭用品： 

塩化水素又は硫酸を含有する住宅用の洗浄剤で液体状の

もの（塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除

く。） 
基準： 

左に掲げる家庭用品の容器又は被包は、その品質及び構



products, shall satisfy the following test. 
1 Leak test 

In testing under the following condition, any leakage shall not 
be detected. 

Put the sample, with the labeled amount of content, into the 
normal use state, and tighten the cock. Flip over the sample, and 
left it for 24 hours. 

2 Drop test 
In testing under the following condition, any breakage or 

leakage shall not be detected. 
Put the sample, with the labeled amount of content, into the 

normal use state, and tighten the cock. Drop the sample two 
times, so that the bottom surface and the side surface of the 
container hit upon a concrete floor through a height of 120 cm, 
respectively. 

3 Acid resistance test 
In testing under the following condition, any breakage or 

leakage shall not be detected. 
Leave the sample, with the labeled amount of content, at 20±

5℃ for 30 days. Test the left sample, according to “2 Drop test”. 
4 Compressive deformation test 

Filled up a container or a package (“sample”below) with 
water, left it at 20±2 for 30 minutes in a water bath. Connect the 
sample with a guraduated L-shaped glass tube (internal diameter; 
2 mm), with a holed rubber stopper. Place the sample on a rubber 
stopper (diameter; 25 mm) as the illustration in the figure, and 
record the height of water level H0 2 minutes later. Compress 
carefully the most flexible surface of the sample with a 1 kg of a 
weight (diameter; 12.5 mm), and record the height of water level 
H 2 minutes later (if need be, support the bottom of the sample, 
unless supporting do not effect on the result of the test.). The 
value (H - H0) shall not be more than 60 cm. 

 

造が、次の試験に適合しなければならない。 
1 漏水試験 

呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を

通常使用する状態にした後、せんを締め、倒立して 24
時間放置するとき、漏れを認めてはならない。 
 
 

2 落下試験 
呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を

通常使用する状態にした後、せんを締め、120cm の高

さからコンクリート面上に、側面及び底面を衝撃点と

するようにして 1 回ずつ落下させるとき、破損又は漏

れを認めてはならない。 
 
 

3 耐酸性試験 
呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を

20±5℃で 30 日間放置した後、2 落下試験に定める

試験を行うとき、破損又は漏れを認めてはならない。 
 

4 圧縮変形試験 
水を満たし、20±2℃に調節した恒温水槽そうに 30

分間浸す。次に直角に曲げた内径 2mm のガラス管と

ゴムせんで連結した後、これを直径 25mm のゴムせん

上に図のように載せ、2 分後に水位 Ho(cm)を読む。次

に通常押圧する部位又は柔軟な部位を、直径 12.5mm
の圧縮面で 1 重量 kg の荷重を加えて静かに圧縮し、2
分後に水位 H(cm)を読む。この場合において、台座の

ゴムせん及び圧縮面の中心は合致しなければならな

い。また、試験の結果に影響を及ぼす場合を除き、必

要に応じて容器又は被包の底部を支えてもよい。この

とき、(H―Ho)(cm)は、60cm 以下でなければならない。 
 



A : Household Products 
Liquid cleaner for household use (excluding product Deleterious 

Substances containing potassium hydroxide or sodium hydroxide),  
contains potassium hydroxide or sodium hydroxide 

B : Criteria 
Any container or package, used for the above-mentioned household 

products, shall satisfy the test, described in “the Liquid cleaner for 
residence use (excluding product Deleterious Substances containing 
hydrogen chloride or sulfuric acid), contains hydrogen chloride or 
sulfuric acid”. 

In this case, the word “liquid cleaner for residence use”, and 
“Acid resistance test” shall be deemed to be replaced with “liquid 
cleaner for household use” and “Base resistance test”, respectively. 

家庭用品： 
水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する家庭用

の洗浄剤で液体状のもの（水酸化カリウム又は水酸化ナ

トリウムを含有する製剤たる劇物を除く。） 
基準： 

左に掲げる家庭用品の容器又は被包は、その品質及び構

造が、塩化水素又は硫酸を含有する住宅用の洗浄剤で液体

状のもの（塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除

く。）の項基準の欄に掲げる試験に適合しなければならな

い。 
この場合において、「住宅用の洗浄剤」とあるのは「家

庭用の洗浄剤」と、「耐酸性試験」とあるのは「耐アルカ

リ性試験」と読み替えるものとする。 
 


