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Micro GC Fusion® による触媒効率決定のための SO2 高速分析

はじめに

硫酸は世界で最も多く製造されている化学薬品です。

世界全体で 1年間に約1.8億トンが消費されています。1

米国のみでも数十億ポン ドが製造されており、 肥料、

殺虫剤、 および洗剤の製造などさまざまな用途で販売

されています。硫酸を製造するには、二酸化硫黄（SO2）

を酸化して三酸化硫黄 （SO3） を生成します。 三酸化

硫黄を水と反応させることで、 硫酸 （H2SO4） が発生

します。 大半の硫酸はこの工程によって製造されてい

ます。

触媒は SO2 の酸化を促進します。触媒床の入口と出口

で SO2 を分析することで、触媒の変換効率や性能を求

めることができます。パーセン ト レベルの SO2 を触媒

床入口から導入します。 SO2 から硫酸に触媒変換後、

触媒床から放出される SO2の濃度はしばしば100ppm

程度になります。 サンプルを分析ラボに輸送するのが

遅れるとサンプルの状態が損なわれる恐れがあるた

め、 現場で迅速かつ信頼性のある方法で正確な結果を

得られることが望ましいです。

ガスクロマ トグラフ ィー （GC） を使えば、 SO2 の幅

広い濃度を正確に分析する こ とができます。 Micro

GC Fusion は小型で持ち運び可能な GC です。幅広い

濃度範囲で SO2 の分析を行う ことができます。 Micro

GC Fusion に搭載された微小電気機械システム

（MEMS） ベースの熱伝導度型検出器 （TCD） により、

幅広い濃度の化合物を 60 秒以内に正確に測定するこ

とができます。

実験

Micro GC Fusion を 12m の Rt-Q-Bond カラムと可変

容量インジ ェ ク ターを使って構成し ま した。 Rt-Q-

Bond カラムが選ばれた理由は、 SO2 のピークを隣接

する水のピークから非常に良く分離できるためです。

可変容量インジェ ク ターは幅広い濃度のサンプルを

分析できます。

Air Liquide® の 2 種類の校正標準ガスを使用します。 標

準ガス 1には空気バランス中12%のSO2が含まれてい

ます。

これは触媒床の入口でのSO2の初期濃度に合わせたも

のです。 標準ガス 2 には空気バランス中 100ppm の

SO2 が含まれています。 これは触媒床から放出される

SO2 の濃度に合わせたものです。 メ ソ ッ ドは SO2 を

迅速に溶出させながら、 水のピークとの分離を維持す

るために作成されました。

100ml のガスタイ トシリンジを使って、 12% の SO2

と 100ppm の SO2 の校正ガスを導入しました。 その

後、 シリンジを使って 12% の SO2 校正ガスを 6% お

よび 0.96% に希釈し、機器内に導入しました （表 1 を

参照） 。 各濃度の注入物を複数回分析しました。 検量

線は、 4 種類の校正標準それぞれの平均面積および濃

度をプロッ ト して作成しました。

12% の SO2 校正標準ガスを使って 10回連続分析を行

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。この校正ガスは1/16 インチのRestek

SilcoNert® チューブによってサンプル入口に直接接続

しました。

結果

SO2 は 60 秒未満で溶媒ピーク （空気） と水から分離

されました （図 1 を参照）。4 種類の校正標準濃度に対

するクロマトグラムを図 2 に示しました。

検量線は 100ppm から 12% までの濃度の SO2 につい

て優れた直線性を示しています （図 3 を参照）。

保持時間および面積の相対標準偏差 （%RSD） はいず

れも優れた再現性を示しています。10 回の分析で、保

持時間の %RSD は 0.14%、面積の %RSD は 0.43% で

した （表 2 を参照）。

結論

12m の Rt-Q-Bond カラムを使って触媒床の入口と出

口で 100ppmから 12%の濃度のSO2 を測定した結果、

優れた直線性と精度が得られました。 分析は直接現場

で 60 秒未満で行う ことができ、 触媒の変換効率と性

能をモニターして、 硫酸の製造効率を最適化すること

ができます。
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DATA

表 1  Air Liquide の SO2 校正標準ガスの濃度情報

図 1  空気バランス中 12% の SO2 のクロマトグラム

モジュール ： 12m Rt-Q-Bond カラム、 可変容量インジェクター、 TCD
カラム温度 ： 75 ℃ （10 秒保持） → 200 ℃ ；昇温率 ： 1.5 ℃ / 秒 ； カラムヘッ ド圧力 ： 35 psi、 ヘリウム

注入時間 ： 75ms、 インジェクター温度 ： 90 ℃

成分
校正標準

ガス 1

校正標準

ガス 2

希釈 1

（12% SO2 50mL、 空気 50mL）

希釈 2

（12% SO2 8mL、 空気 92mL）

SO2 12% 100ppm 6% 0.96%

空気 バランス バランス バランス バランス

12% SO12% SO2

AA
12% SO12% SO2

12% SO12% SO2 3-25-2015 4-02-45 PM.dat3-25-2015 4-02-45 PM.dat

66.6642  -  49340 V
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図 2  4 種類の濃度の SO2 のクロマトグラム重ね書き

図 3  SO2 の検量線

表 2  12% SO2 の校正標準ガス 10 回分析の再現性データ
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