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換気回数測定用 トレーサーガス発生器 TGG-PFB 
 

計算シート掲載予定 URL： URL: http://www.sigma-aldrich.com/japan 
 

※注意事項 
・ 本製品は、予告なくその仕様及び価格を変更することがあります。 
・ 記載の内容は弊社等での実験結果にもとづくものであります。ご使用の際にはあらかじめ十分にご検討の上ご使用下さい。 
・ 本製品に不都合がありました場合には弊社へご連絡下さい。不良品等に付きましては交換させて頂きます。 
  但し、データや測定費用等の保証につきましては責任を負いかねます。 
・ 本書記載外の方法でご使用しされた場合のトラブルについては弊社では責任を負えません。 

 
１． ! 警告    
   注意・換気量測定以外の目的には使用しないでください。 

・小児がさわらないよう設置してください。不可能な場合には設置を見合わせてください。 
・入居前や未居住での使用をお勧めします。居住者がいて万一気分が悪くなった場合には速やかに本製

品を室外に出し換気を実施してください。気分が回復しない場合には医師の診察を受けてください。 
   危険・製品に針が含まれていますので、針による事故の防止に努めてください。 

・化学物質過敏症などの患者が在宅中には使用しないでください。 
・食べたり飲んだりすることはできません。 

    ・誤って中身の液体に触れた場合は、速やかに石鹸と水で洗い流してください。 
    また、液体がこぼれてしまった場合は、ゴム手袋を着用し雑巾で拭き袋に入れて破棄してください。 
    万が一飲んでしまった場合は、水で口をすすぎ、速やかに医師の診察を受けてください。 
 
２. 測定概要 

トレーサーガス発生器 TGG-PFB（以下 TGG-PFB）が、安定にトレーサーガス（以下 HxFB）を発生することを

利用して、部屋容積・測定時間・HxFB 発生量・HxFB 室内濃度から測定対象部屋（以下部屋）の換気回数を計

算式から導きます。 また、得られた換気回数と室内 VOCs 濃度から部屋の VOCs の発生量や発生速度を導くこと

が出来ます。 具体的には、TGG-PFB を部屋の 4 隅などに設置し、部屋中央のパッシブサンプラーVOC-SD（以

下 VOC-SD）で室内 VOCs と同時に HxFB を捕集します。 その後、GC/MS 法で算出された VOCs と HxFB の

室内濃度および TGG-PFB の設置時間・HxFB の減衰量・部屋容積から部屋の換気回数を求めます。 
 

３. 準備する物 
・本製品 ・VOC-SD ・温度記録計 ・マイクロ天秤 ・パラフィルム ・保管・輸送の保冷剤 ・記録用紙 
・部屋の間取り図と容積 ・HxFB の GC/MS 検量線用スタンダード ・GC/MS 分析測定用品 ・予備等  

 

４. 測定手順 
  ＜概略図＞ 

 
 
 
 

        針     風防筒  バイアル    セット手順    完成図   写真;TGG-PFB   別売り;VOC-SD 
<準備> 
(1) 事前に部屋体積と予想換気回数から GC/MS 定量に必要な最小限の TGG-PFB の数量*を求めます。 

例えば、８畳間で換気回数 0.1～2 回/時間程度の場合には TGG-PFB を 4 本設置します。室温 10℃以上でご利

用ください * 「3.  室内の HxFB 濃度と換気回数」の計算式を利用して算出します。 
(2) 使用する TGG-PFB のバイアルと予備を 1mg 単位以下まで重量を秤量してバイアル番号と合せて記録します。 

翌日同様に秤量し漏れが確認されたバイアルを除きます。除いたバイアルは、新たにキャップを閉め直し同様の

試験を行い使用します。   
(3) 秤量後のバイアルの保管と輸送は冷蔵で行います。 針と風防筒は予備を持ち結露防止の為に袋へ密閉します。 
 
<設置準備> 



(4) 結露防止の為に袋した袋を室温に戻してから開封します。 
(5) TGG-PFB の設置場所を検討します。 部屋の間取りや家具の位置などを検討して HxFB が均一に広がるように

心がけて選定します。標準的には部屋の四隅の高さ 180 付近へ設置します。ただし、吸排気口・扇風機・エアコ

ンの近くを避けて設置します。 特に排気口の近くには置かないでください。 
(6) 同様に別売りの VOC-SD の設置場所を検討し設置準備を行います。詳しくは、VOC-SD の使用説明書を参照く

ださい。さらに温度記録計の設置場所も検討します。 
<測定開始－終了> 
(7) 十分に部屋の換気を行った後、本製品に梱包されている「針」と「風防筒」を強く接続した後、「針」を「バイ

アル」に差し込み部屋の全ての設置場所へ設置し測定を開始すると共に測定開始時刻の記録をとります。 設置

の際は、針が液面に触れないよう注意します。 針が液面に触れた場合に予備の針に交換します。 
(8) 同時に温度計も記録の取り込みを開始します。 
(9) 測定開始後からおよそ 5 時間後以後に VOC-SD の捕集を開始します。（TGG-PFB の設置と同時に VOC の捕集

を開始した場合には、実際の換気回数より大きく換気回数が計算されます。この傾向は換気回数が少ない場合ほ

ど強く影響を受けますので計算式の変更などをお勧めします） 
(10) VOC-SD の捕集開始からおよそ 8 時間から 24 時間で時刻の記録して測定を終了します。 温度記録計・VOC-SD

は各説明書に従い終了してください。 TGG-PFB からは「針」を抜き、バイアルのセプタム・キャップ部分に

パラフィルムを巻きセプタムからのガス漏れを防ぎ、速やかに冷蔵保管をして分析室へ持ち帰ります。また、測

定を行った部屋に HxFB が残存しないように窓を開け十分に換気します。 
(11) 分析室に持ち帰ったバイアルは、パラフィルムを外して速やかに重量を秤量して記録します。 
(12) VOC-SD へ捕集された HxFB と VOCs は、VOC-SD の説明書に従い GC/MS で測定し濃度を求めます。 
 
3.  室内の HxFB 濃度と換気回数の算出 （ホームページに計算シート掲載予定です） 
(1) 式 1.より測定時間中の室内 HxFB 濃度を求めます。 

式 1. ｃ（ppb） ＝ ｓ（ｎｇ）/｛a（ng/ppb/h）×h（hr）｝ 
c（ppb）     ：   対象物質の捕集時間における室内平均濃度 
s（ng）   ：  VOC-SD サンプラーへ捕集された HxFB 総重量 
a（ng/ppb/h） ： HxFB Uptake Rate; 4.80 (ng/ppb/h) 
h（hr）      ： VOC-SD での捕集時間 

(2) 式２.より測定時間中の HxFB 放散速度を求めます。 

式２.  e(μg/h) ＝ △w (μg) / t (hr) 
t（hr）   ： TGG-PFB の設置時間  
△w（μg）  ： 使用したバイアルの減衰重量合計（20℃での参考値；1 ﾊﾞｲｱﾙあたり△5.07mg/day） 
e（μg/h）  ： HxFB の時間当たりの発生量（20℃での参考値；1 ﾊﾞｲｱﾙあたり 220μg/h） 

(3) 式３.より室内換気回数を Excel のソルバー機能を利用して求めます。 
ソルバーの表示方法や利用方法は Microsoft のホームページなどでご確認ください。 
式３. C’（μg/m3）＝[1－EXP｛－N (回/hr)×t (hr)｝]×｛e(μg/h) / N (回/hr)/ V (m3) ｝ 

N（回/hr）   ： 対象部屋の換気回数 
V（m3）   ： 対象部屋の容積（大型家具などの容積を調整ください） 

 
ソルバーのパラメーターの設定； ①[目的セル]に「式３.
の c(ppb)を除く数式を入力したセル」を設定します。 
[目的値]は②[値]をクリック後③に式１.で得られた HxFB
の室内濃度を入力します。④[変化させるセル]には「換気

回数の仮の値として予め１を代入したセル」を設定します。 

最後に、⑤[実行 S]をクリックすると「換気回数の仮の値と

して予め１を代入したセル」が計算され室内の換気回数が

表示されます。 
 

①↓ 
②↓ 

←④ 

⑤→ ③↓ 

(4) 式４.より室内濃度を求めた VOCｓやホルムアルデヒドの部屋から放散速度を求めることができます。 
式 4.  e (μg/h) ＝ N (回/hr) × V (m3) × C’（μg/m3）×[1－EXP{ N (回/hr) × t (hr) } ] 
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