
アプリケーシ ョ ンノート

1 チャンネルモジュールの Micro GC Fusion® を使用した天然ガ

ス成分の高速分析

はじめに

天然ガスの化学組成や物理的性質を迅速かつ正確に

分析することは、 天然ガスの生産者、 採集者、 および

ガス供給会社にと って取引計量のために非常に重要

です。 さらに、 天然ガスのエンジン、 ボイラー、 およ

び器具メーカーは、 天然ガスの分析値に基づいて、 熱

効率といった主要な開発仕様を決定しています。

天然ガスの組成はさまざまであるため、圧縮率、比重、

および発熱量 （英国熱量単位、 あるいは BTU） などと

いったガスの物理的性質をモニターする必要があり

ます。 発熱量のわずかな差が甚大な金銭的影響を引き

起こす可能性もあります。

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 ロジーをベースに し た Micro GC

Fusion は 1 台のモジュールで、 C1 から C8 （+） （メ タ

ンからオク タン （+） までの炭化水素および天然ガス

中に存在する永久ガス） を分析するこ とができます。

カラムは温度プログラムが可能なため迅速に分析を

実行でき、 分析のサイクル時間を短縮して、 サンプル

のスループッ ト を向上します。 また、 温度プログラム

によりカラムの洗浄を迅速に行うこともできます。 こ

れによってカラムに汚染物質が残留し、 カラムの寿命

に悪影響を及ぶのを防ぐことができます。

WebベースのMicro GC Fusionユーザーインタフェー

スに Diablo EZReporter を組み合わせると、 各サンプ

ル分析の終了後に化学組成および物理的性質が自動

的に計算されます。 このソフ トウェアは業界固有の方

法を使って以下の標準のいずれかによる標準レポー

トを生成します。

 GPA （Gas Processors Association） 2172、2145-09

 ASTM（American Society of Testing and Materials）

D3588

 ISO （International Standards Organization） 6976

実験

天然ガス校正標準で行った 10 回の分析を、 温度プロ

グラム可能な 12 メートルの RT-Q-BOND カラムを搭

載した 1 台のモジュールの Micro GC Fusion で分析し

ました。昇温条件は、C1 ～ C8 成分を 4 分以内に溶出

できるように最適化しました。表 1 に校正標準ガス中

に存在する濃度の値を示しました。

結果

等温操作では、 C4 ～ C8 （+） の成分は許容可能な時

間内には溶出せず、 キャリーオーバーが生じてしまい

ました。 プロパンは遅く溶出し、 幅広いピーク形状を

示しました。 温度プログラムを設定したと ころ、 RT-

Q-BOND 分析は C8 （+） まで拡張され、すべての対象

成分において明確なピーク形状が得られました。 すべ

ての対象成分は 4 分以内に分離され、定量化されまし

た。図 1 に天然ガス校正標準のクロマトグラムを示し

ています。

Micro GC Fusionは連続10回の分析において優れた面

積再現性を示 し て います。 面積の相対標準偏差

（%RSD）を表2に示しました。図2にDiablo EZReporter

による天然ガスのサンプル分析レポー ト を示しまし

た。

結論

温度プログラムを設定する こ とによ り、 Micro GC

Fusion は 1 台のモジュールで最大 C8 （+） までの天然

ガス成分を 4 分以内に高い信頼度で分析することがで

きます。

測定結果は分析終了後自動的に、 Web ベースのユー

ザーインタフェース上に表形式で表示されます。 オプ

シ ョ ンの Diablo EZReporter ソフ トウェアと組み合わ

せると、 サンプル分析が終了した時点で業界が定める

フォーマッ トの天然ガス分析レポー ト を自動的に生

成することができるため、 取引計量状況において貴重

な情報が得られます。
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表 1  天然ガス校正標準の濃度情報

図 1  天然ガス校正標準のクロマトグラム

カラム ： RT-Q-BOND、 12m
カラム温度 ： 60 ℃ （50 秒保持） → 127 ℃ （10 秒保持） → 220 ℃ （110 秒保持） ； 2 ℃ / 秒、 2.5 ℃ / 秒 

カラムヘッ ド圧力 ： 30 psi

表 2  天然ガス校正標準の 10 回分析の再現性データ

成分 モル %

窒素 1.525

メ タン 88.67

二酸化炭素 1.206

エタン 2.994

プロパン 2.006

イソブタン 1.004

n- ブタン 0.996

イソペンタン 0.300

n- ペンタン 0.300

ヘキサン類 0.603

ヘプタン類 0.320

オクタン類 （+） 0.075

成分の数 成分 保持時間 （秒） 面積 %RSD

1 窒素 29.48 0.314

2 メ タン 30.19 0.359

3 二酸化炭素 34.70 0.414

4 エタン 47.04 0.402

5 プロパン 86.09 0.660

6 イソブタン 113.33 0.426

7 n- ブタン 118.48 0.454

8 イソペンタン 136.40 0.449

9 n- ペンタン 139.37 0.439

10 ヘキサン類 グループレンジ 0.403

11 ヘプタン類 グループレンジ 0.827

12 オクタン類 （+） グループレンジ 1.186
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図 2  Diablo EZReporter による天然ガスの分析レポート
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