
アプリケーシ ョ ンノート

Micro GC Fusion® による合成ガスの高速分析

概要

本アプリケーシ ョ ンノートは、 高品質な合成ガスの生

成工程を 適化するために、 FAST Enabled Micro GC

Fusion ガスアナライザーを使って典型的な合成ガス

の成分を迅速に分析するメ リ ッ ト を説明します。

はじめに

2012 年、 世界銀行は世界全体で製造されている天然

ガス 3兆 3700億立方メートルのうち 1400億立方メー

トルがフレアリングされたと推定しました。 フレアリ

ングは余剰ガスを燃焼するもので、 環境に有害です。

年間で 3 億 5000 万ト ンの CO2 排出を引き起こしてい

ます 1。

フレアリングの代替となるのが、 関連する天然ガスを

合成ガスに変換するというものです。これによって、合

成液体燃料を製造するための中間ガスが得られます。

フ ィ ッシャー ・ ト ロプシュ （FT） 法によって合成ガス

を液状化学品に変換する方法は、 より経済的でより環

境にやさしいフレアリングの代替方法となります 2。

合成ガスのも う一つのアプリケーシ ョ ンはコークス

の熱分解による石炭ガス化です。 よりきれいな空気を

目指す EPA 規制の後押しを受けて、 石炭ガス化複合

発電 （IGCC） プラン トは石炭を合成ガスに変換し、得

られた合成ガスをタービンに送り込んで電気を生み

出しています。 このソリューシ ョ ンはエネルギー変換

効率を高め、より多くの電気を生み出し、SOx や NOx

といった有害な化学物質の生成を抑制します 3。

合成ガスは主に水素 （H2） と一酸化炭素 （CO） で構

成されています。 二酸化炭素 （CO2）、 窒素 （N2）、 メ

タン （CH4）、 エタン （C2H6）、 エチレン （C2H4）、 硫

化水素 （H2S） なども高 ppm からパーセン トのレベル

で含まれる場合があります。 触媒研究者、 合成燃料製

造者、 および IGCC プラン トは、 生産性を 大化して

高品質の合成ガスを生成するために、 合成ガスを正確

に分析する必要があります。 

既に世間に認知されている微小電気機械システム

（MEMS） テク ノ ロジーを使ったコンパク ト な Micro

GC Fusion は、 一般的な合成ガスの成分を迅速に分析

することができます。

実験

合成ガスの校正標準ガス （Air Liquide 社製） を 2 チャ

ンネルモジュールで構成された Micro GC Fusion で分

析しました ：

 モジュールA：Rt®-Molsieve 5A温度プログラム可能

カラム、 可変容量インジェクターおよび TCD 検出

器付き

 モジュール B：Rt®-Q-Bond 温度プログラム可能カ

ラム、可変容量インジェクターおよび TCD 検出器

付き

表 1 に合成ガスの校正標準ガスの化合物濃度を示しま

した。

表 1  標準ガスの濃度情報

昇温は、 Molsieve カラムから CO2 やより重い炭化水

素を除去するために実施しました。 これは、 カラムの

性能低下や、 遅延溶出ピークのキャリーオーバー効果

が起きるのを防ぎます。

連続 10 回の分析を行い、 ピーク面積と保持時間の相

対標準偏差 （%RSD） を計算しました。

成分 モル %

水素 50.0

窒素 2.02

メ タン 3.01

一酸化炭素 36.9

二酸化炭素 5.00

エチレン 1.08

エタン 1.99
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結果

モジュール 2 台の構成を使って、合成ガスの校正ガス

に含まれる対象成分を 50 秒未満で完全に分析しまし

た。図 1 および図 2 は成分名を付けたクロマトグラム

を示しています。

Micro GC Fusion は、 優れた保持時間と面積の再現性

を示しました。保持時間の %RSD は 0.1% 未満、面積

の%RSDは0.8%未満でした。保持時間と面積の%RSD

値を表 2 に示しました。

図 1  校正標準ガスのクロマトグラム - モジュール A

カラム ： Rt-Molsieve 5A、 10m
カラム温度 ： 120 ℃  140 ℃ ； 1 ℃ /s ；

カラムヘッ ド圧力 ： 35 psi

図 2  校正標準ガスのクロマトグラム - モジュール B

カラム ： Rt-Q-Bond、 12 m
カラム温度 ： 75 ℃、 等温 ； カラムヘッ ド圧力 ： 25 psi

表 2  校正標準ガスの再現性データ

結論

分析時間 50 秒未満で優れた再現性が得られる Micro

GC Fusion は、 合成ガス成分の測定に理想的な機器で

す。 この迅速で正確な測定により、 研究者や業界の

ユーザーは工程を 適化して、 高品質の合成ガスを効

率的に生成することができます。
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モジュール 化合物
保持時間

（秒）

保持時間

%RSD
面積

%RSD

A 水素 26.32 0.039 0.138

A 窒素 33.38 0.052 0.260

A メ タン 40.18 0.046 0.712

A
一酸化

炭素
44.24 0.029 0.130

B
二酸化

炭素
36.86 0.036 0.094

B エチレン 42.72 0.039 0.094

B エタン 47.10 0.049 0.115
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