
テクニカルノート

FAST Enabled ™ Micro GC Fusion® ガスアナライザーによる

スループッ トの向上

概要

本テクニカルノ ー ト では、 FAST Enabled Micro GC

Fusion ガスアナライザーを使って、低 ppmから高パー

セン トまでの濃度を含むガス成分を、 1 回の分析で迅

速、 正確、 かつ高感度に測定することのメ リ ッ ト を説

明しています。 分析を 1 分析にまとめることで、 分析

時間を短縮し、 サンプルのスループッ ト を引き上げる

ことができます。

はじめに

熱伝導度型検出器 （TCD） は、 低 ppm から高パーセ

ン ト までの化学成分を分析するこ とができる万能検

出器です。濃度が低 ppm から高パーセン トまで多様な

場合、TCD で正確な結果を得るには 2 つの感度設定を

行わなければならない場合がよ く あり ます。 FAST

Enabled Micro GC Fusion は微小電気機械システム

（MEMS） TCD によってこの問題を解決しました。 こ

の TCD は迅速、 正確、 かつ高感度なガス成分測定を

可能にするもので、 感度設定を変更する必要なしに、

分析をより効率的に行うことができます。

低濃度および高濃度の分析

以前、3000 Micro GC TCD では、高パーセン ト濃度の

成分を分析する場合、 感度設定を 「Standard」 に設定

し、また低 ppm 濃度の成分を分析する場合には、感度

設定を 「high」 に設定する必要がありました。図 1 に、

感度設定を 「high」 にして、 高パーセン ト濃度の成分

を分析した例を示しました。 その結果、 ピークは頭打

ちになってしまいました。 これでは正確な定量は得ら

れません。 感度設定を 「Standard」 にすると、 高パー

セン トの成分に対して再びガウス分布のピーク形状

が得られました。しかし、今度は低 ppm の成分の感度

が犠牲になってしまいます。

図 1  検出器の感度設定を 「high」 にするとピークが頭打ちになる

FAST Enabled を使用することで、 この問題は解決で

きます。高パーセン ト濃度の成分も低 ppm 濃度の成分

も両方とも 1 回の分析で分析されるため、感度設定を

行う必要がな く なります。 分析の間に検出器のゲイン

が自動的に調節されるため、 幅広い濃度幅を持つガス

類を迅速かつ正確に分析して、 優れたピーク形状を得

ることができます （図 2 および図 3 を参照）。

図 2  高パーセンテージ濃度と低 ppm 濃度の化合物を 1 回の分析で

処理したクロマ トグラム
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図 3  50ppm のエチレンのピークの拡大図

直線性

Rt®-Q-Bond モジュールを使って、10ppm から 89% ま

での 4 種類の濃度のメ タンの校正標準ガスを分析しま

した （図 4 を参照）。 FAST Enabled Micro GC Fusion

は低ppm濃度から高パーセン ト濃度まで優れた直線性

を示しました。

図4  低ppm濃度から高パーセン ト濃度までのメ タンの直線性—Rt-
Q-Bond モジュール

再現性

窒素バランス中にppmレベルの炭化水素を含んだ標準

ガスで行った 6 回の分析を解析し、重ね書きを行いま

した （図 5 を参照）。 FAST Enabled Micro GC Fusion

は保持時間および面積と もに優れた再現性を示しま

した （表 1 を参照）。

図 5  Rt-Q-Bond モジュールでの窒素、および 50ppm のエチレンと

25ppm のエタンの拡大図

各化合物について相対標準偏差 （%RSD） を計算し、

機器の再現性を求めました。低 ppm では、対象成分は

保持時間およびピーク面積と もに優れた精度を示し

ました （表 1 を参照）。

表 1  ピーク面積および保持時間の %RSD 値

結論

FAST Enabled Micro GC Fusion ガスアナライザーは、

低ppmから高パーセン トの濃度の成分を含むサンプル

を、 優れた直線性と再現性を保持しながら、 1 回の分

析で測定することができます。 この簡易な方法の開発

は、 分析の効率を向上し、 分析時間を減少し、 サンプ

ルのスループッ ト を引き上げます。

%

V

化合物 濃度
保持時間

%RSD
面積

%RSD

窒素 99% 0.03 0.13

エチレン 50ppm 0.02 1.36

エタン 25ppm 0.05 2.19
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