
アプリケーシ ョ ンノート

Micro GC Fusion® による信頼性の高い埋立地ウェルヘッ ドの

チューニング

概要

本アプリケーシ ョ ンノートは Micro GC Fusion ガスア

ナライザーを使って埋立地ガスを分析する利点につ

いて説明します。 Micro GC Fusion は正確な結果と簡

易な操作により、 効率的なウェルヘッ ドチューニング

をサポート し、 埋立地ガスの品質を最適化します。

はじめに

埋立地ガスは大半が埋立地の有機性廃棄物が自然に

腐敗する過程で発生するもので、メ タン、二酸化炭素、

窒素、 酸素、 およびその他のガスで構成されます。 埋

立地ガスはメ タンの濃度が高い （通常 45 ～ 60%） 1 た

め、 無制御にベン トすると地球気候変動の重大要因と

なります 2。 メ タンはまたエネルギー含有量が高いこ

とでも知られます。 このため、 エネルギー発生や消費

の目的で埋立地ガスを捕獲することには、 環境面でも

商業面でも メ リ ッ トがあります。

アメ リカ合衆国環境保護庁 （USEPA） の埋立地メ タン

普及プログラム （LMOP） は、 埋立地排気から回収さ

れるバイオガスの有効利用を奨励しています。 用途と

しては、 発電、 地域社会の暖房、 および再生可能天然

ガス （RNG） にアップグレード して、 埋立地ガスをパ

イプライン注入や車両消費に使用するこ となどがあ

ります。 アメ リカ合衆国政府はエネルギー業界に規制

面でのインセンテ ィブを与えることで、 再生可能エネ

ルギーの採用を促進しています。 その一例が再生可能

識別番号 （RIN） 3 です。 これは一定量のバイオ燃料に

付与される通し番号です。 RNG から生成された圧縮

天然ガスや液化天然ガスにはRINが付与されます。RIN

はガソ リンおよびディーゼルの生産者や輸入業者が

購入することができ、 それによって彼らは再生可能燃

料基準 （RFS） コンプライアンスを満たすことができ

ます。このため、RIN は取引可能な道具となっており、

石油化学会社から高い需要があります。

埋立地は、 高品質の埋立地ガスを産出して、 関連する

RINS と合わせてガスを販売することによって利益を

生みます。

埋立地の有機性廃棄物の嫌気性バクテリア分解の効率

は埋立地の酸素レベルに相関します。 高品質ガスの産

出を維持するために、 オペレーターは埋立地のウェル

ヘ ッ ド で空気の取 り 込み量を調節 し て埋立地を

「チューニング」 します。ウェルヘッ ドを調節する際の

重要な指標となるのが、 ウェルヘッ ドでの埋立地ガス

の組成です。Micro GC Fusion を使用することで、オペ

レーターはガス組成を非常に正確に包括的に測定でき

るようになり、 埋立地ガスの産出を最適化できます。

実験

埋立地ガス校正標準 （MESA 特殊ガス） を 2 台のモ

ジュールの Micro GC Fusion で分析しました ：

 モジュール A ：Rt-Molsieve 5A、 10m の温度プログ

ラム可能カラム、バックフラッシュインジェクター

および熱伝導度型検出器 （TCD） 付き

 モジュール B ：Rt-U-Bond、 12m の温度プログラム

可能カ ラム、 可変大容量インジ ェ ク ターおよび

TCD 付き

15 回の分析を 2 セッ ト行いました。1 セッ トはキャリ

アガスと してヘリウムを使用し、 も う 1 セッ トはアル

ゴンを使用しました。 各 15 回の分析のうち最後の 10

回をピーク面積および保持時間 （RT） の再現性の計算

に使用しました。

埋立地ガスの校正標準に水蒸気を混ぜて実際の埋立

地ガスサンプルに近い組成をシミ ュレート して、 追加

の分析を行いました。
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結果

埋立地校正標準に含まれる 6 種類のガス成分を 90 秒で分析しました。 図 1、 図 2、 および図 3 を参照して くだ

さい。 最後の連続 10 回の分析の相対標準偏差を確認しました。 すべての対象化合物で、 ピーク面積の %RSD

は 1% 未満、 保持時間の %RSD は 0.1% 未満でした。 校正標準の成分の濃度、 使用したキャリアガス、 成分の

保持時間、 ピーク面積および保持時間の %RSD を表 1 に示しました。

表 1  埋立地ガス成分の分析結果

図 1  モジュール A （ヘリウム） のクロマ トグラム

カラム ： Rt-Molsieve 5A、 10m ； カラム温度 ： 110 ℃ ；

カラムヘッ ド圧 ： 30 psi ； キャ リアガス ： ヘリウム

モジュール 成分 モル % キャリアガス 保持時間 （秒） 面積 %RSD
保持時間

%RSD

A 水素 5.14 アルゴン 50.08 0.07 0.03

A 酸素 1.03 ヘリウム 44.60 0.36 0.05

A 窒素 2.19 ヘリウム 48.84 0.28 0.03

A メ タン 49.61 ヘリウム 54.36 0.61 0.04

A 一酸化炭素 0.10 ヘリウム 64.12 0.96 0.04

B 二酸化炭素 41.93 ヘリウム 22.96 0.57 <0.01
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図 2  モジュール B （ヘリウム） のクロマ トグラム

カラム ： Rt-U-Bond、 12m ； カラム温度 ： 70 ℃ ；

カラムヘッ ド圧 ： 30 psi ； キャ リアガス ： ヘリウム

図 3  モジュール A （アルゴン） のクロマ トグラム

カラム ： Rt-Molsieve 5A、 10m ； カラム温度 ： 110 ℃ ；

カラムヘッ ド圧 ： 30 psi ； キャ リアガス ： アルゴン
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図 4  モジュール B でサンプルに水を入れた場合 （ヘリウム） のクロマ トグラム

カラム ： Rt-U-Bond、 12m ；

カラム温度 ： 70 ℃ （40 秒保持） から 1 ℃ / 秒単位で 160 ℃まで （10 秒保持） ；

カラムヘッ ド圧 ： 30 psi ； キャ リアガス ： ヘリウム

考察

本実験では、 アルゴンをキャリアガスと して使用して水素を検出しました。 水素とアルゴンの熱伝導度に大き

な違いがあることから、 TCD で最も優れた分析性能が得られます。 キャリアガスとしてヘリウムを使用した場

合、 TCD によって検出される水素のピーク強度ははるかに低く なります。 これはヘリウムと水素では熱伝導度

の差がそれほど大き く ないためです。

埋立地ガスには通常水蒸気が含まれます。 これは二酸化炭素のピーク後に Rt-U-Bond カラムに溶出します。 現

在の分析で水が溶出する前に分析を停止すると、 次の分析で水のピークがゴース ト ピークと して現れる場合が

あります。 二酸化炭素のピークが溶出した後に昇温を開始すると、 水のピークの溶出のスピードが上がります。

これによって次の分析でのゴーストピーク干渉の発生を効果的に除去できます。 図 4 を参照。

埋立地ガスに含まれる二酸化炭素と水蒸気によって Molsieve カラムの性能が低下するのを避けるため、バック

フラ ッシュインジェクターを使用することが推奨されます。

結論

Micro GC Fusion はメ タン、 二酸化炭素、 窒素、 酸素、 一酸化炭素、 および水素を簡易かつ正確に測定するため

のソリューシ ョ ンを提供します。 これによって埋立地を調整し、 埋立地ガスの産出品質の最適化を支援します。

小型で高速分析が可能なため、Micro GC Fusion はコンテナオフ ィスやフ ィールド車両環境に理想的な分析装置

です。
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