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研究成果の概要（和文）： 
温室効果ガス３成分同時分析法（既開発）を改良し、分離カラム構成の見直し、添加ガスの選
択や、自動注入に関する手法の考案することで、より簡便かつ安価なシステムを開発した。ECD
検出器の代替として PDD（パルス放電イオン化）検出器の使用の目処がたった。従来２槽の恒
温槽を要する設計を改良し１槽で分析可能とした。改良型ガス自動注入器の実用に目処が立っ
た。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Modified gas analyzing system for 3 greenhouse gas was developed by redesignition of the 
combination of separation columns, changing the dope gas, and invention of new gas 
injection mechanisms.  In this, utilization of PDD (Pulse Discharged Detector) as 
alternative of ECD (Electron Capture Detector) was verified, one-oven system was 
established while conventional method was by two-ovens, then new desigin of automated 
gas injection system was established. 
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１．研究開始当初の背景 
既存の温室効果ガス３成分自動同時分析計
をさらに簡便かつ低廉な製造コストで製作
するための改良研究が望まれていた。 
 
２．研究の目的 

ガス分離手法の改良、検出手法の改良、自動
注入法の改良を行う。 
 
３．研究の方法 
ガスクロマトグラフを使用した温室効果ガ
ス計測手法の改良。亜酸化窒素検出に必要な
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ECD 検出器の代替品としての PDD 検出器の使
用の実用化検証。カラム構成と分離のための

適温度条件の決定。新たなガス自動注入器
の構造設計と試作機製作。 
 
４．研究成果 
概要：温室効果ガス３成分同時分析法（既開
発）を改良し、分離カラム構成の見直し、添
加ガスの選択や、自動注入に関する手法の考
案することで、より簡便かつ安価なシステム
を開発した。ECD 検出器の代替として PDD（パ
ルス放電イオン化）検出器の使用の目処がた
った。従来２槽の恒温槽を要する設計を改良
し１槽で分析可能とした。改良型ガス自動注
入器の実用に目処が立った。 
 
１年目：既に製作済みの試作機で得られたガ
スクロマトグラフ保持時間にもとづくシミ
ュレーション計算を活用して、さらなる好適
条件を検討した。当初の研究計画では、以下
のような改良ポイントを想定した。 
１：これまで分離特性の面から扱いが困難で
あったキャピラリーカラムの活用も検討す
る。 
２：ガスクロマトグラフ恒温槽を１槽化（従
来は 2槽）の可能性について検討する。 
３：電子捕獲型検出器（ECD）による高感度
の亜酸化窒素（N2O）検出について、より一
層の好適条件を、温度、流量、メークアップ
ガス混合比等の組み合わせによって検討す
る。 
４：メタン（CH4）検出に使用する水素炎イ
オン化検出器（FID）に替わる検出器(脚注参
照）（PID、PDD など）の使用可能性を検討し、
性能を比較する。 
５：注入方法について、従来の既製のガスク
ロマトグラフ部品のみならず、効率的な手法
について検討し、試料の注入過程の効率化を
はかる 
この中で、平成 19 年度計は、改良ポイント
１，２について特にシミュレーション計算に
よって検討した。１については、分離能その
ものの性能では、充填カラムの優位性は変わ
らなかったが、３段分離のうち１段ないし２
段目を充填カラムとし、 終段をキャピラリ
ーカラムとする（この 終段には PoraBOND Q 
25m 0.53μm というものを使用する）手法に
ついて、可能性があること結論した。この改
良によって、検出器に進入する際のピークシ
グナルが大幅にシャープとなることが期待
される。実際の適用については 20 年度に実
施し、これを使用した上で、３～５について
の適用性についても検討する予定である。ま
た、２については、2 段目の充填カラムの温
度条件如何にかかわる問題で、恒温槽全体を
100℃～120℃にすれば、１槽での３成分分離
も可能とシミュレーションしたが、これにつ

いても、20年度に実際に検証する。 
 
２年目：１９年度の結果を踏まえ、上記ポイ
ントについて検討をすすめた。 
１：特に二酸化炭素と亜酸化窒素のキャピラ
リーカラムを活用した完全分離手法につい
て検討した。大気中濃度が二酸化炭素の方が
１０００倍高いため、良好な分離条件を見出
すのに難航したが、一部液体窒素を活用した
低温濃縮法を採用することで、分離そのもの
は可能となった。ただし、実用化のためには、
冷媒を使用しないより簡便な手法が求めら
れる。 
２：既存のガスクロマトグラフでない安価な
保温用オーブンを活用することでコスト削
減に道筋ができた。 
３：ECD へのメタンの添加比率等を詳細に検
討し、混合比の 適条件を見出した。 
４：、PDD を活用した N2O の検出が可能とな
った。これにより、３成分を１検出器で計測
できる可能性が拓けた。 
５：自動注入法に関する試作器の開発に着手
した。但し、未だ動作安定性の面で問題があ
るため、製品化にむけて試作機の完成度（エ
ラー率の低減等）向上をはかることとした。 
 
３年目：過去２カ年で残された課題である５
の試料自動注入について試作をさらに進め
た。試料びんの重力式搬送機構と空圧駆動の
ガス注入シリンジ動作、回転式試料びん装填
等の機構を見直した結果、エラー率（分析中
に誤動作等で停止する等のトラブル）は、大
幅に縮減し、従来の１００回に１度から５０
０回に１度程度まで向上した。残る課題は、
ビンの個体差から生じる搬送動作の不安定
さであるが、これは次期研究課題において解
決したい。  
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