
熱分解 GC/MS の紹介と自動車産業での応用例
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熱分解 GC/MS を用いる理由

自動車メーカーは常に、生産効率と車両部品の品質を向上させる新しい

技術開発を求めています。

自動車部品を分析する際は、クロマトグラフィー分析の前に多段階のサンプ

ルの前処理、例えば、溶媒抽出、ろ過、濃縮などを必要とすることがあります。

これらの前処理には熟練した技術が求められ、長時間かかることも多く、前

処理の善し悪しが分析結果に直接影響を与えます。

パイロライザーでは、サンプルを「そのまま」分析できます。 サンプルの前処

理は不要です。溶媒抽出等の処理を省略できるため、定量分析の精度が向

上すると同時に、サンプルの汚染を防止し、分析効率が向上します。 これら

が、自動車産業界（ポリマーの研究・開発等）でパイロライザーが使用されて

いる 3 つの主な理由です。

フロンティア・ラボのマルチショット・パイロライザーでは、発生ガス分析、熱脱

着、瞬間熱分解、ハートカット EGA、そして反応熱分解など、さまざまな分析

手法を用いてサンプルの特性評価ができます。しかし、これら多くの分析手

法からお客様の試料に最適な手法を選択するのは容易ではありません。そ

こで、最適な分析手法を選択していただくために、「メソッドマップ」を作成しま

した。「メソッドマップ」の概要は本ブックレットの 40ページをご覧ください。
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A-5 ポリプロピレン中の高分子量ヒンダードアミン系光安定剤の
定量分析

A-6 ポリカーボネート中の残留ビスフェノール A の定量分析

A-7 反応 Py-GC を利用するポリカーボネートの平均分子量の決定

A-8 ポリイミド形成過程で発生する腐食性ガスの分析

B-4 原子発光検出器 ( AED ) を用いた PBT 中の難燃剤の分析

B-5 難燃化ポリマーの分析 ( PBT )

C-4 ポリ塩化ビニリデン( PVDC ) フィルムから放出される
有毒ガスの分析

C-5 アミノ多糖キチンの分析

C-6 キチンを基材としたポリマーの分析

A.ポリマー加工

A-1 ポリ (メチルメタクリレート) 分子鎖中に取り込まれた
重合開始剤の分析

A-2 ラジカル重合したポリ(メチルメタクリレート)の末端基の分析

A-3 ポリブチレンテレフタレート ( PBT ) の構成モノマーの分析

A-4 ポリアセタール ( POM ) の連鎖分布の解析

B.添加剤

B-1 セラミック複合材料の分析

B-2 ポリエチレン中のジブチルヒドロキシトルエン ( BHT )の分析

B-3 ポリスチレン中の添加剤の分析

C.塗料 ・ コーティング剤

C-1 多機能型熱分解－ GC/MS 法を用いた有機顔料の分析と
そのデータベース化

C-2 反応 Py-GC による シェラック樹脂の分析

C-3 紫外線硬化樹脂のネットワーク構造の
キャラクタリゼーション

分析上の諸問題とフロンティア・ラボの解決案（一覧）
項目番号をクリックすると各ページに移動します。
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D-1 アクリルニトリル－ブタジエンゴム ( NBR ) 中の
酸化防止剤の測定

D-2 配合剤入りゴムの分析

D-3 イソプレン-ブタジエン-スチレンブレンドゴムの組成分析

D-4 添加剤 MS ライブラリーを用いたゴム試料中の

未知老化防止剤の推定

D-5 ゴム材の発生ガス分析 ( EGA ) と 発生ガスライブラリー検索

D. ゴム

F.耐候性試験

F-1 紫外線硬化樹脂からの揮発性成分の分析

F-2 ポリカーボネートの光 ・ 熱 ・ 酸化劣化に関する検討

F-3 耐衝撃性ポリスチレン (HIPS )の光 ・ 熱 ・ 酸化劣化生成物の分析

F-4 EGA-MS を使用した耐衝撃性ポリスチレンの

光 ・ 熱 ・ 酸化劣化後の分析

E.接着剤

E-1 接着剤の組成分析 ( EGAとF-Searchによる解析 )

E-2 接着剤の組成分析 ( EGAとハートカットEGA-GC/MS )

E-3 エポキシ樹脂の硬化プロセスの分析
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分析法 :

A-1

問題 : ポリ(メチルメタクリレート)分子鎖中に取り込まれた重合開始剤の分析は

Py-GC を用いてどの様に行うのですか？

PMMA サンプルは重合開始剤存在下および非存在下で調製しました。パイ

ロライザー（加熱炉温度 460 ºC）は GC (FID または FPD)に直結して使用

し、分離カラムにはポリジメチルシロキサンが塗布されたキャピラリーカラム

を使用しました。パイログラム中のピークの定性はGC/MS (EI または CI) で

行いました。

結果 : 図1 は (a) 重合開始剤存在下および (b) 非存在下で調製したサンプルを

460 ºC で熱分解した際のパイログラムを示します。PMMA は 500 ºC の高

温下では分解して元のモノマーになり易いため、主な熱分解生成物

(>90 %) は MMA モノマーと判定しました。ピーク A~I はパイログラム (b)

では観測されませんでした。従って、これらのピークはポリマー鎖に取り込ま

れている重合試薬に由来するものであろうと考えらます。

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-036

図 1. ポリ(メチルメタクリレート)のパイログラム:

(a) 0.3 % ベンゾイルパーオキシドと 1.5 % ドデカンチオールを加えたト
ルエン中で重合
(b)重合剤を使用せずバルクで熱のみで重合

ポリ (メチルメタクリレート) 分子鎖中に 取り込
まれた重合開始剤の分析
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分析法 :

問題 : Py-GC によるラジカル重合したポリ (メチルメタクリレート) の末端基の分析

法を教えてください。

ベンゾイルパーオキシド (BPO) を重合開始剤としてトルエン中でラジカル重

合した PMMA サンプルの末端基を Py-GC 法を用いて分析しました。

PMMA サンプルの 0.5 mg を 460 ºC （窒素雰囲気下）で熱分解しました。

熱分解物のピーク解析は GC/MS を用いました。

結果 : 図1 (a), (b), (c) に 0.3 % BPO を重合開始剤としてトルエン中、ベンゼン中

で重合したもの、および開始剤なしで熱重合した PMMA 試料のパイログラ

ムを示します。一般的に主な熱分解生成物の 95 % 以上は解重合反応によ

り生成する MMA モノマーですが、パイログラム (a) 内のピーク A~G はフェ

ニル基を持っています。これらのピークはパイログラム (c) には観測されて

いません。また、ピーク B (トルエン) 、ピーク C (スチレン)およびピーク F は

パイログラム (a) のみに観測されました。従って、これらの 3 つの生成物は

主に溶媒のトルエンが連鎖移動反応によりポリマー末端に取り込まれたと

考えられます。BPO の熱解離によりベンゾイロキシとフェニルラジカルが生

成するため、開始剤が取り込まれたポリマー末端は 2 つのグループに分け

ることができます。従って、ピーク E およびピーク G はフェニル基に関連す

る末端であり、ピーク Dはベンゾイロキシに関連するものと考えられます。

図 1. 460 ºC の熱分解で得られた PMMA のパイログラム

(a) トルエン中で重合

(b) ベンゼン中で重合

(c) 開始剤なしで重合

A-2

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-038

ラジカル重合したポリ(メチルメタクリレート)の末端
基の分析
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分析法 :

図 1.  PBT の瞬間熱分解法によるパイログラム

図 2.  PBT の反応熱分解法によるパイログラム

分析条件：キャリヤーガス：He, 注入口圧力：103 kPa, スプリット比：1/60、
分離カラム：Ultra ALLOY+-5 (5 %ジフェニルジメチルポリシロキサン)
L=30 m, i.d.=0.25 mm, df=0.25 µm,  
GCオーブン温度：38 ºC - 300 ºC (20 ºC /min),
GC注入口温度：320 ºC

A-3
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問題 : ポリブチレンテレフタレート (PBT) の構成モノマーを観測する簡単な分析方

法はありますか？

縮合系ポリマーを Py-GC 法で分析する場合、水酸化テトラメチルアンモニ

ウム (TMAH) 共存下における反応熱分解法を用いると、構成モノマーのメ

チルエステルが生成されます。

結果 : PBT の瞬間熱分解法によるパイログラムを図 1 に、TMAH 存在下におけ

る反応熱分解法によるパイログラムを図 2 に示します。瞬間熱分解法によ

るパイログラム上にはエステル基の分解反応および脱炭酸反応による生成

物が主に検出され、モノマーは観測されませんでした。これに対し、反応熱

分解法によるパイログラム上には、PBT の構成モノマーであるテレフタル酸

のジメチル誘導体および 1, 4-ブタンジオールのモノメチル、ジメチル誘導体

が明瞭に検出されました。

ポリブチレンテレフタレート（PBT） の構成
モノマーの分析

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA2-005

500 ºC

400 ºC



分析法 :

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA2-013

問題 : ポリアセタール (POM) の連鎖分布に関する情報は得られますか？

試料には、主成分であるメチレンオキシド単位 [(-OCH2-) (F)] に対して、エ

チレンオキシド単位 [(-OCH2CH2-) (E)] を 1~9 mol％の範囲で導入した共

重合型 POM を用いました。この POM 試料を固体状態の硫酸コバルト

(CoSO4・7H2O) と共に、凍結粉砕して混合粉末をとしました。この粉末試料

の約 100 µg を試料カップに採取し、400 ºC における反応熱分解 GC/MS

法により測定しました。

結果 : 反応熱分解 GC/MS 法により得られた POM 試料のパイログラムを図 1 に

示します。E および F 単位から構成される一連の環状エーテル類が、もと

のポリマー試料中での E 単位の連鎖構造を維持した状態で、明瞭に観測さ

れました。これらの環状エーテル類のピーク強度から、POM 試料中の E 単

位含量だけでなく、それらの連鎖分布の解析も高精度に行うことができまし

た。

A-4

図 1. 共重合型ポリアセタールの反応熱分解法による
パイログラム

加熱炉温度： 400 ºC, GCオーブン温度： 50 ºC - (5 ºC/min) - 300 ºC,

キャリヤーガス流量：50 mL/min,

分離カラム： Poly(methylphenylsiloxane) L=50 m, i.d.=0.25 mm, df=0.25 µm, 

カラム流量：1.0 mL/min

ポリアセタール （POM） の連鎖分布の解析
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分析法 :

A-5

問題 : ポリプロピレン (PP) 中に添加されているヒンダードアミン (HALS) 光安定剤

を定量分析するにはどの様な方法がありますか？

高分子量 HALS には、Adekastab LA-68LD [MW ≈ 1900] を用いました。こ

の HALS を、酸化防止剤である Irganox 1010 および Irgafos 168 と共に

PP 基質に加えました。その約 30 µg に対して、TMAH の 25 wt% メタノー

ル溶液を 2 µL 添加した後、300 ºC において反応熱脱着 GC (RTD-GC) 測

定を行いました。

結果 : 図 1 に、PP 試料 (HALS 含量 10,000 ppm) を 300 ºC において、TMAH

共存下で RTD-GC 測定して得られた典型的なクロマトグラムを示します。こ

のクロマトグラム上には、もとの HALS 成分の分子構造のうち、ピペリジン

部位 (ピーク 3, 4) およびスピロ環部位 (ピーク 5, 6) に由来する反応生成

物が、基質ポリマーである PP の分解物ピークによる妨害をほとんど受ける

ことなく、明瞭に観測されました。これらのピーク強度を基にして、PP に微量

添加された HALS 成分の含有量を、1,000 から 50,000 ppm までの濃度範

囲にわたる直線性をもって、迅速、簡便かつ高精度 (RSD 5 % 以下) に定

量することができました。

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA2-017

ポリプロピレン中の高分子量ヒンダードアミ
ン系光安定剤の定量分析

10FRONTIER LAB

(a)

図 1. RTD-GC により得られたポリプロピレン試料の
典型的なパイログラム



分析法 :

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA2-020

問題 : ポリカーボネート (PC) 中の残留ビスフェノール A (Bis A) の定量分析は可

能でしょうか？

通常の熱脱着 (TD)-GC 法を適用した場合には、その加熱過程で、PC の熱
分解生成物としても微量の Bis A が生じるため、もとから残留していた Bis A 

の正確な定量は困難です。そこでここでは、PC 中の残留 Bis A を、予め熱
安定性の良いトリメチルシリル (TMS) 誘導体にした後、PC 試料から熱脱着
し定量しました。約 10 mg の PC をバイアル瓶に採取し、ジクロロメタン 700 

µL で溶解した後、さらに、TMS 化剤として N,O-ビス（トリメチルシリル）アセ
トアミド (TMS-BA) 300 µL を加え、70 ºC で 1 時間加温して反応させました。
この反応溶液を試料カップに 10 µL（PC: 約 0.1 mg に相当）採取して溶媒を
蒸発させた後、TD-GC/MS 測定を行いました。

結果 : Bis Aの TMS誘導体化反応をスキーム 1 に、熱脱着分析法により得られ
たクロマトグラムを図 1 に示します。Bis Aは、両末端のヒドロキシル基が
TMS化した 2,2 -ビス (4’-トリメチルシロキシフェニル) プロパン (TMS-Bis 

A) となり、極性が低下するため、カラム等の活性点での吸着が抑制されます。
Bis A 標準試薬を用いて作成した絶対検量線により、PC 中の Bis A の残留
濃度を算出したところ 1,170 ppm であり、その 5 回測定の再現性は、RSD 

値で 4.7 % と良好な結果を示しました。

A-6

スキーム 1. ビスフェノール A の TMS 誘導体化

図 1. TMS 化した PC 試料の TD-GC/MS 分析法により得られた

クロマトグラム

加熱炉温度: 100 - 300 ºC (100 ºC/min),

GCオーブン温度: 100 - 300 ºC (20 ºC/min, 5 min 保持)

分離カラム: Ultra ALLOY-5 (5 % diphenyl 95 % dimethylpolysiloxane, 

L=30 m, id.=0.25 mm, df=0.25 µm), キャリヤーガス流量: 1.0 mL/min, 

スプリット比: 1/50

ポリカーボネート中の残留ビスフェノールA の
定量分析
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分析法 :

A-7

問題 : ポリカーボネートの平均分子量はどの様な方法を用いて決定できますか？

水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 共存下での反応 Py-GC を用い

て、ポリカーボネート (PC) 試料の数平均分子量を解析する方法を紹介し

ます。PC 試料を凍結粉砕し、その約 50 µg に対して、TMAH の 25 wt%

メタノール溶液を 1 µL 添加した後に、400 ºC において反応 Py-GC 測定

しました。

結果 :

反応 Py-GC を利用する ポリカーボネートの
平均分子量の決定

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA2-015

保持時間 (min)

B

A

ECN = 15.4

ECN = 10.2

B

A

(1)

(2)

図 1.  溶液型ポリカーボネートを 400 ºC において TMAH

共存下で反応熱分解して得られたパイログラム

加熱炉温度： 400 ºC, GCオーブン温度： 50 ºC - (4 ºC/min) - 300 ºC

分離カラム： Poly(dimethylsiloxane) L=25 m, i.d.=0.25 mm, df=0.25 µm

キャリヤーガス流量： 50 mL/min, カラム流量：1.3 mL/min,  検出器: FID
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図 1 に、PC 試料を TMAH 共存下で反応熱分解して得られたパイログラム

を示します。このパイログラム上では、PC 試料の末端基部および主鎖部に

由来する、p-tert -ブチルアニソール (A) およびビスフェノール A のジメチル

エーテル (B) のピークが明瞭に観測されました。ここで溶液型 PC では、分

子鎖の両末端は、p-tert -ブチルフェノールによってエンドキャップされている

と考えられます。従って、パイログラム上に観測されるピーク A および B の

強度から、この PC 試料の数平均分子量 (Mn) の値を、右式に従って算出

することができます。式 (1) において、DP は重合度であり、IA と IB はそれ

ぞれピーク A と B の強度です。また、係数 10.2 と 15.4 はそれぞれ成分 A

と B の FID 検出器に対する有効炭素数の値です。さらに、式 (2) 中の数値

254 と 326は、試料のモノマー単位および 2個の末端基の分子量です。



問題 : ポリイミドの形成過程で発生するガスの分析は可能ですか？

分析法 : 数十 µg のビスフェニルテトラカルボン酸二無水物 (BPDA) およびサルフォ

ニルビスベンズアミン (3,3-DDS) を混合した試料を試料カップに採取し、発

生ガス分析法 (EGA)により測定しました。

結果 : ポリイミドは、図 1 に示すように、BPDA および 3,3-DDS を混合し、二段階

の加熱過程を経て形成します。この過程で発生するガスを調べるために、

BPDA と 3,3-DDS を混合した試料の EGA 測定を行なって得られたサーモ

グラムを図 2 に示します。各過程で発生するガス成分は抽出イオンクロマト

グラムを用いることにより、それらが発生する温度領域を観測することがで

き、一次加熱過程では DMAA および CO2、二次加熱過程では SO2 およ

びアニリンが発生していることが分かります。

A-8
ポリイミド形成過程で発生する腐食性ガスの
分析

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA3-002

*DMAA: Dimethylacetamide
H3C

H3C

O

N  C CH3

図 1.  ポリイミドの形成過程

図 2 . ポリイミド形成過程での抽出イオンサーモグラム
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分析法 :

B-1

問題 : セラミック複合材をマルチショット・パイロライザーで分析した例はあります

か？

発生ガス分析と、質量分析計を組み合わせた EGA-MS 法は未知試料の一

次検索法として有効です。ここでは酸化アルミニウムに各種の添加剤を添加

したセラミック複合材料を分析した例を紹介します。

結果 : 複合材料の EGA サーモグラムおよびここで観測された A, B, C, D の 4 つ

のピークの平均スペクトルからバックグラウンド (BG) を差し引いたスペクト

ルを図 1 に示します。これらのスペクトルを EGA-MS ライブラリーで検索し

た結果を表 1 に示しますが、ピーク C およびピーク D は PBMA と PS がそ

れぞれ高い一致度で検索されました。ピーク A およびピーク B は溶出温度

が低いことから、低分子化合物の揮発に由来するためと考えられるため、通

常の MS ライブラリー (Wiely275) を用いて検索したところ、ピーク A はフタ

ル酸エステルであり、ピーク B は飽和炭化水素類であると推測しました。こ

のように EGA-MS 法と EGA-MS ライブラリーによる検索は、未知試料の組

成を予測するための一次検索法として極めて有効であると考えられます。

セラミック複合材料の分析

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-010

表 1aピーク C のライブラリー検索の結果

表 1bピーク D のライブラリー検索の結果

図 1.セラミック複合材料の EGA サーモグラム

加熱炉温度：100 ºC - 500 ºC (20 ºC/min), GCオーブン：300 ºC,

注入口温度：320 ºC, Py-GCインターフェイス温度：320 ºC (Auto),

EGA チューブ： id.=0.15 mm, L=2.5 m (UADTM-2.5N),

キャリヤーガス：He 50 kPa, スプリット比：1/50,

検出器：MS (m/z=29-400, 0.1 scan/sec),試料：0.5 mg
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解決法 :

問題 : 瞬間熱分析を用いてポリマー中の添加剤を分析すると、ポリマーの分解によ

る妨害が発生しますが、このような場合、どのようにして添加剤の分析が可

能ですか？

熱脱着ガスクロマトグラフィー法 (TD-GC) を用いることにより、この問題は

ある程度回避できます。ここでは、ポリエチレン (PE) 中に酸化防止剤として

添加されているジブチルヒドロキシトルエン（BHT；図1 参照）を TD-GC 法に

より分析した例を紹介します。約 500 ppm の BHT を含む PE 試料につい

て、100 - 600 ºC の温度範囲での発生ガス分析法 (EGA-MS) による測定

を行ない、試料の熱特性を調べました。

結果 : PE 試料の発生ガス分析法 (EGA-MS) により得たサーモグラムを図 2 に示
します。TIC（トータルイオンクロマトグラム）上には PE の熱分解に由来する
ピークのみが観測されますが、BHT の特徴的なイオンである m/z: 205, 220

の抽出イオンクロマトグラム上には、100 - 200 ºC の温度ゾーン A に BHT

の揮発に由来するピークが観測されました。この結果より、PE 試料から
BHT をほぼ定量的に熱脱着する条件として、100 - 200 ºC (20 ºC/min, 3

min保持) が得られました。

B-2

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-055

図 1.  BHT の化学構造とマススペクトル

図 2. PE 試料のサーモグラム

加熱炉温度 : 100 - 600 ºC, (20 ºC/min)

スプリット比 : 1/50, 試料量：約 0.5 mg, 検出器： MS 

ポリエチレン中のジブチルヒドロキシトルエン
（BHT） の分析

15FRONTIER LAB

m/z: 220

m/z: 205

m/z



分析法 :

図 2. TD-GC/MS 法によるクロマトグラムとライブラリー検索結果

加熱炉温度: 100 - 300 ºC (20 ºC/min、5 min) , GCオーブン温度: 40 ºC (2

min) - 320 ºC (20 ºC/min), 分離カラム: Ultra ALLOY+-5 (5 %ジフェニル 95 %

ジメチルポリシロキサン) (L=30 m, i.d.=0.25 mm, df=0.05 µm), カラム流量: 1

mL/min He, スプリット比: 1/20, スキャン速度: 2 scans/sec, スキャン範囲: 29 –

810 (m/z), 試料量: 1 mg

図 1. 未知添加剤を含む PS の EGA サーモグラム

加熱炉温度: 100 - 700 ºC (20 ºC/min), GCオーブン温度: 300 ºC, 不活性化金
属キャピラリー管: UADTM-2.5N (L＝2.5 m、i.d.＝0.15 mm), カラム流量: 1

mL/min He, スプリット比: 1/50、試料量: 0.1 mg

TD-GC/MS: total ion chromatogram

B-3

問題 : マルチショット・パイロライザーを使用してポリスチレン中の添加物はどの様

に分析するのですか？

分析システムは、マルチショット・パイロライザーを GC/MS のスプリット/スプ

リットレス注入口に直結し、EGA 用不活性化金属キャピラリー管、または

TD 用金属キャピラリー分離カラムを、Vent-free GC/MS アダプターを介し

て MS に接続した装置を用いました。試料は、未知添加剤を含むポリスチレ

ン (PS) を 20 mg/mL のジクロロメタン溶液とし、試料カップに 50 µL を採

取・乾燥後、測定に使用しました。測定結果については、F-Search 添加剤

MS ライブラリーを用いて検索しました。

結果 : 揮発性添加剤の熱脱着温度を検討するために、発生ガス分析 (EGA-MS)

法を用いて、図 1 に示すサーモグラムを得た。100 - 300 ºC の範囲におい

て、添加剤の溶出が確認されたため、この温度範囲で、分離カラムを用いて、

TD-GC/MS 法により添加剤の分析を行いました。得られたクロマトグラム上

の各ピークを添加剤 MS ライブラリーを用いて検索したところ、マススペクト

ルの類似度、及び保持指標から、図 2 に示すように、10 種類の添加剤が推

定できました。以上の結果から添加剤 MS ライブラリーが、TD-GC/MS 法を

用いた未知添加剤の分析に非常に有効であることが分かりました。

ポリスチレン中の添加剤の分析

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-066

16FRONTIER LAB



分析法 :

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA3-003

問題 : ポリブチレン・テレフタレート (PBT) 中の難燃剤をマルチショット・パイロライ

ザーの EGA モードで原子発光検出器 (AED) を用いて分析したことはあり

ますか？

ここでは、図 1 に示す 15 % の臭素化ポリカーボネート (臭素化 PC) と5 %

の酸化アンチモン (Sb2O3) をポリブチレンテレフタレート (PBT) に添加した

際の難燃化の機構を、マルチショット・パイロライザーを用いて解析した例を

紹介します。

結果 : 難燃化 PBT の各元素の発生ガスサーモグラムを 図 2 に示します。この図

から難燃化 PBT では、Sb2O3 の触媒作用により、PBT の熱分解時に発生

する可燃性ガスのブタジエンやブチレンテレフタレートよりも低い温度で Br

化合物が発生し、PBT の分解初期における発火阻害に寄与していることが

推測されます。このように、発生ガス分析の検出器に AED を用いて注目す

る元素の溶出状態を観測することにより、難燃化剤の効果を推測することが

可能です。

B-4
原子発光検出器（AED）を用いたPBT中の難
燃剤の分析

図 1.  基材ポリマーおよび難燃剤の構造

図 2. 難燃化 PBT の EGA を用いた熱分解挙動

(検出器：AED, 雰囲気ガス：He)

17FRONTIER LAB

•基材ポリマー ：
ポリブチレンテレフタレート (PBT) , 80 wt%

•難燃剤
1) 臭素化ポリカーボネート (臭素化PC) , 15 wt% 

2) 酸化アンチモン (Sb2O3), 5 wt%

テトラブロモビスフェノールAとビスフェノールAとの共重合体 (x/y=2/1) 平均重合度：3

可燃性成分
（ブタジエン・ブチレンテレフタレート類）



分析法 :

B-5

問題 : 難燃化ポリブチレン・テレフタレート (PBT) の熱特性を分析するよい方法は

ありますか？

難燃化ポリブチレンテレフタレート (PBT) を、60 - 700 ºC まで昇温加熱した

際に発生した成分を、分離カラムの入口付近に冷却捕集した後に GC/MS

で測定してクロマトグラムを得ました。

結果 : 得られたクロマトグラムを図 1 に示します。PBT の熱分解生成物の他、臭素

化 PC の熱分解生成物である臭素化フェノール類や、臭素化ポリカーボ

ネート (PC) と酸化アンチモンから生成した SbBr3が検出されました。また、

質量分析計を検出器に用いた難燃化 PBT の発生ガスサーモグラム (TIC)

と、図 1 で検出された A~E の化合物の特徴的なイオンの抽出イオンサーモ

グラムを図 2 に示します。二臭化フェノールが約 350 ºC を頂点として検出

され、380 ºC を頂点として可燃性ガスの他、臭化水素と臭化アンチモンが検

出されました。このように、質量分析計を用いた発生ガス分析では、注目す

る化合物の特徴的なイオンの抽出イオンサーモグラムにより、各化合物の

発生状態と高分子材料の熱特性等も検討することができます。

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA3-004

難燃化ポリマーの分析（PBT）
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図 1.  難燃化PBTの熱分解生成物のクロマトグラム
He 雰囲気下 60 - 700 ºC で発生した成分を液体窒素で冷却捕集後、

GC/MS で測定

図 2. 難燃化 PBT の EGA サーモグラム

m/z 54

m/z 203

m/z 82

m/z 252

m/z 362

m/z 362



分析法 :

問題 : 有機顔料は自動車製造で広く使用されています。有機顔料は有機溶媒に

不溶で、その多くが類似した構造を持っているため為、有機顔料の分析と

構造解析は困難です。これらの顔料を特徴づけることができる分析技術は

ありますか？

Py-GC/MS により、有機顔料を溶媒抽出などの前処理せず分析できます。 EGA

（発生ガス分析） - MS : 100 - 600 ºC (20 ºC/分)および熱分解 - GC/MS (600 ºC)

で 35 種類の有機顔料を分析しました。 F-Search を使用して、有機顔料ライブラ

リーを作成し、MSサンプルデータを解析しました。

結果 : Pigment yellow 93 と Pigment yellow 94 の Py-GC/MS 分析および EGA

によって得られた結果を図 1 および 2 に示します。これら 2 つの顔料は、

類似した分子構造を持っています。これらのデータから類似構造を持つ有

機顔料のデータベースを構築しました。これらは未知の類似構造を持つ顔

料を同定するのに有用です。また、Py-GC/MS は各顔料を分離して検出し、

各顔料の定性、定量が可能であるため、複数の顔料が含有されるであろう

実試料において非常に有効な分析手段です。

C-1
35 種類の有機顔料の特性評価

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-079
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図 1. Pigment 93 と Pigment 94 の構造・パイログラム中の主
ピークの同定
(検出器：MS, 雰囲気ガス：He)

図 2. Pigment 93 と Pigment 94 の EGA サーモグラム

min

386 ºC

Δ=16 ºC

402 ºC

Pigment yellow 93

Pigment yellow 94

300 400 500

温度 ºC

300 400 500



分析法 :

C-2

問題 : シェラックは、自動車のガスケット、研磨剤、ゴム、電気絶縁体に使用され

る熱硬化性樹脂です。 シェラックを分析するための簡単な分析方法はあり

ますか？

インドおよびタイから得られた 8 種類のシェラック樹脂サンプルを分析しまし

た。全てのサンプルは Py-GC 分析の前に低温粉砕して微粉末 (<60メッ

シュ) にして使用しました。約 90 µg のシェラック樹脂と 2 µL の TMAH 溶液

をサンプルカップに入れ、反応熱分解分析に用いました。熱分解は比較的

低温の 400 ºC で行いました。

結果 : 図 1 はインディアンシェラックの熱分解を 400 ºC で行った場合の代表的な

パイログラムです。図 1a は TMAH が存在しない場合でテルペン類カルボ

ン酸およびワックス成分によるものとみられる弱く形状の悪いピークのみが

観察されました。一方、 TMAH が存在する図 1b ではシェラック成分のメチ

ル誘導体とみられる分離度の高いシャープなピークが高感度で観測されま

した。これらの結果が示すように、この反応 Py-GC 法はシェラック成分を簡

単かつ迅速に行える分析法であることが分かりました。

反応 Py-GC による シェラック樹脂の分析

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA2-008

図 1. 熱分解温度 400 ºC で得られたインディアンシェラックの
代表的なパイログラム

(a) TMAH なし、 (b) TMAH 反応試薬の存在下
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分析法 :

問題 : 紫外線硬化アクリル系エステル樹脂のネットワーク構造のキャラクタリゼー

ションをする良い方法はありますか？

プレポリマーであるポリエチレングリコール ジアクリレートと開裂型の光開始

剤 (IRGACURE 907) から調製した紫外線硬化樹脂の約 100 µgに対して、

TMAHの 25 % メタノール溶液を 4 µL 添加した後、400 ºC において反応

Py-GC 測定しました。

結果 : 図 1 に、紫外線硬化樹脂試料を 400 ºC において、TMAH 共存下で反応

Py-GC 測定して得られたパイログラムを示します。このパイログラム上には、

もとのプレポリマーの主鎖部を反映する、重合度 3~13 のポリエチレングリ

コールが、それらのメチル誘導体として主に観測されました。さらに、それら

に加えて、スキーム 1 に示すように、架橋部から反応分解を経て生じた、一

連のアクリル酸メチル (MA) 類が、微小ながらはっきりと検出されました。こ

れらの MA オリゴマー類のピーク強度から、架橋部におけるプレポリマーの

結合数の分布を、求めることができました。

C-3
紫外線硬化樹脂のネットワーク構造のキャラク
タリゼーション

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA2-016

図 1.反応 Py-GC により得られた紫外線硬化樹脂のパイログラム
加熱炉温度： 400 ºC, GCオーブン温度： 35 ºC (6 min) - (5 ºC/min) - 340 ºC

分離カラム： Poly(5 % diphenyldimethylsiloxane) L=30 m, i.d.=0.25 mm, 

df=0.25 µm

キャリヤーガス流量： 50 mL/min, カラム流量： 1.0 mL/min, 検出器: FID

スキーム 1.紫外線硬化樹脂の主な反応熱分解物の生成機構
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分析法 :

ポリ塩化ビニリデン（PVDC）フィルムから
放出される発生ガスの分析

問題 : 自動車製造で使用される PVDC フィルムから放出されるガスを分析する簡

単な方法はありますか？

ポリ塩化ビニルデン製の食品用ラップフィルム 0.5 mg を試料カップに採取し

て EGA-MS 法とハートカット EGA-GC/MS を用いて分析を行いました。

結果 : フィルムの EGA サーモグラムを図 1 に示します。各温度ゾーンは、ハート

カット EGA-GC/MS を使用して個別に分析し、その結果を図 2 に示します。

本結果から各温度ゾーンにおいて、複数の添加剤や、ポリマーの骨格由来

の熱分解生成物が検出されていることが分かりました。

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-023

図 1. 食品用ラップフィルムのサーモグラム

図 2. ハートカットEGA-GC/MS法による Zone A ～ C のクロマトグラム

C-4
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(200 - 240 ºC)
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分析法 :

問題 : キチン由来のキトサンは、自動車の塗料を保護するための外装として使用

されています。 キチンはどのように分析できますか？

部分的に脱アセチル化したキチンは市場で調達しました。キチンの N-アセ

チル化率 (DA) とエステル機導入率は 1H NMR およびマルチショット・パイ

ロライザー（加熱炉温度、450 ºC、He キャリヤーガス）を接続した Py-GC で

測定しました。

結果 : 図 1 の 1 に示したキチンの D-glucosamine 残基とアクリル酸エチルの反

応のポリマー反応は 40 ºC で行い（図 1）結果を表 1 にまとめました。反応

生成物はリン酸バッファー中では側鎖のエステル基の加水分解が認められ

ました。しかしメタノール含有の溶媒中で合成することで図 1 の 2 が得られ

ました（表 1 の run No.2 および 3）。また、マイケル付加反応は専ら 1 のア

ミノ基に起こることが分かりました。2 の D- グルコサミン残基内のアミノ基の

置換率 (DS) は 2 の N- アセチル -D- グルコサミン残基のメチルプロトンお

よび D- グルコサミン残基のアミノ基に、隣接して新たに形成されたメチレン

プロトンを利用して 1H NMR で測定しました。Py-GC による DS 値の定量

結果は、-NHCH2- 基をもとに NMR によって測定した結果と良い一致を示し

ました。

C-5
アミノ多糖キチンの分析

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-043

表 1.部分的に脱アセチル化したキチン (1) およびアクリル酸エ
チルから N-(2-エトキシカルボニルエチル)キチン (2) の合成

図 1. N 基を選択的にエステル化したキチン誘導体および水溶
性カルボキシエチルキチンの合成
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分析法 :

キチンを基材とした熱分析
C-6

問題 : キチン、多糖類を基材とし他のポリマーをブレンドした新しい機能性ポリマー

の熱分析の例はありますか？

EGA-MS および Py-GC/MS により、キチン-グラフト-ポリ（2-メチル-2-オキサゾリ
ン）/ PVA ブレンドシステムの特性評価を行いました。

一般的な方法によってキチン-グリフト-ポリ（2-メチル-2-オキサゾリン）を調製し、キ
チン-グラフト-ポリ（2-メチル-2-オキサゾリン）/PVA ブレンドについてEGA-MS およ
びEGA-GC/MS によって熱分解挙動の解析を行いました。

結果 : 図 1 に、EGA-MS によって得られたキチン誘導体/ PVA ブレンドのEGA

サーモグラムを示します。PVA の TIC サーモグラムは熱分解が 2 段階

で起こっていることを示しています。キチン誘導体と PVA のブレンドサン

プルの熱分解もまた 2 段階で起こっていて、両方の構成ポリマーの熱分解

を反映したものです。熱分解物はハートカット法を使用して同定しました。図

2 は B(60/40) のブレンドサンプルのハートカット法で分析したクロマトグラム

を示します。(a) は 240 - 340 ºC での第 1 段階の分解物をコールドトラップ

したもので、(b) は 340 - 480 ºC の第 2 段階のものです。図 2a に示す水、

種々の不飽和および芳香族アルデヒドなどの主要な生成物は、第 1 段階の

PVA 脱水反応に続いて、生成したポリエン鎖の分離で生じたものと考えら

れます。一方、図 2b に示す様にキチン誘導体から生成した多くの分解物は

第 2段階の分解反応で生成したものです。

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA3-008

図 1. キチン誘導体 / PVA ブレンドサンプルの EGA サーモグラム

図 2. 加熱中の B(60/40) ブレンドから生成された分解物の TIC 

クロマトグラム

(a) 240 - 340 ºC 、(b) 340 - 480 ºC
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分析法 :

問題 : ゴム中の添加剤を定量分析する方法にはどの様な方法がありますか？

アクリルニトリル－ブタジエンゴム (NBR) を約 1 mg試料カップに採取し、発

生ガス分析法 (EGA) と熱脱着-GC/MS 法を用いて分析しました。

結果 : NBR の EGA サーモグラムを図 1 に示します。図から明らかなように揮発性

成分は温度ゾーン A で熱脱着されることが分かります。温度ゾーン A を熱

脱着分析した時のクロマトグラムを図 2に示します。また、表 1に検出された

2 種類の酸化防止剤と内部標準物質 (ISTD) の相対ピーク強度の再現性を

示します。両者ともに RSD は 2 % 以下であり良好な再現性を示しました。

D-1
アクリルニトリル－ブタジエンゴム（NBR）中の
老化防止剤の測定

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-005

図 1. NBR の EGA サーモグラム

表 1 NBR 中添加剤と ISTD の面積比の再現性

図 2. NBRの熱脱着成分のクロマトグラム
NOCRAC810-NA: N-Phenyl-N’-isopropyl-p-phenylenediamine

NOCRAC 6C: N-Phenyl-N’-(1,3-dimethylbutyl)-p-phenylenediamine
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n NOCRAC 810-NA          NOCRAC 6C

1 0.113 0.139

2 0.118 0.140

3 0.119 0.144

4 0.122 0.143

5 0.124 0.140

6 0.123 0.144

7 0.123 0.144

8 0.124 0.143

0.122 0.143

RSD 1.98 % 1.27 %

TD: 50 - 300 ºC

(50 - 300

ºC)



分析法 :

配合剤入りゴムの分析
D-2

問題 : マルチショット・パイロライザーを使用して配合剤入りゴムの分析はどの様に

して行うのですか？また、どの様な情報が得られますか？

配合剤入りゴムを発生ガス分析 (EGA) に続いてダブルショット法で分析した

例を示します。

結果 : 配合剤入りゴムの EGA サーモグラムを図 1 に示します。100 - 300 ºC に

かけて各種の添加剤の揮発による微小なピークが観測されました。また、

300 - 500 ºC にかけてはゴム成分の熱分解に由来するピークが観測さまし

た。この結果より、一段目の熱脱着条件を 100 - 300 ºC (20 ºC/min) とし、

二段目の瞬間熱分解の条件を 550 ºC としたダブルショット法を行い、得ら

れたクロマトグラムを図 2 に示します。図 2a. に示した熱脱着クロマトグラ

ムではシランカップリング剤由来の環状シロキサン (D3~D6) 、加硫促進剤

としてのベンゾチアゾール類、加硫助剤の高級脂肪酸および老化防止剤の

ワックス等が検出されました。図 2b. に示したパイログラムでは、主にイソプ

レンとリモネンが検出されることから、この試料の主成分は天然ゴムである

ことが分かり、さらに微量のブタジエンが検出されていることから、ブタジエン

ゴムも含まれていると推察されます。

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-015

図 1.配合剤入りゴムの EGA サーモグラム
加熱炉温度:100 ºC - 700 ºC (20 ºC/min) , GCオーブン温度：300 ºC, 

注入口温度：320 ºC, キャリヤーガス：He 50 kPa, 

EGA キャピラリーチューブ： L=2.5 m, i.d.=0.15 mm (UADTM-2.5N) ,

スプリット比：約1/20, 検出器：MS (m/z=29-400),  試料量：約 0.5 mg 

図 2.ダブルショット法による配合剤入りゴムのGC/MS分析例
GCオーブン温度：40 ºC - 300 ºC (20 ºC/min) , カラム流量：1 mL/min (定流量モード), 

分離カラム：Ultra ALLOY+-5  (5 %ジフェニルポリシロキサン) L=30 m, i.d.=0.25 mm, 

df=0.25 µm, スプリット比：1/20, 検出器：MS (m/z=29-400, 2scans/sec), 

試料量：0.5 mg
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揮発性成分

基質ポリマー

b. パイログラム (550 ºC ) 

a. 熱脱着クロマトグラム (100 - 300 ºC (20 ºC/min))



分析法 :

問題 : ブレンドゴムの組成分析はどのように行なうのですか？

約 200 µg のゴム試料を試料カップに採取し、550 ºC の瞬間熱分解法によ

り測定しました。

結果 : ポリブタジエン (PB) -ポリイソプレン (PI) -ポリスチレン (PS) から構成される

三元ブレンドゴムのパイログラムを図 1 に示します。 主熱分解生成物として、

各構成単位のモノマーであるブタジエン、イソプレンおよびスチレンが観測さ

れました。これらの各モノマーの相対ピーク面積値と、標準試料の仕込み組

成比から作成した検量線は、相関係数が 0.99 以上の良好な直線性を示し

ます。その一例として、PB 組成に対する検量線を図 2 に示します。 また、こ

の検量線を用いて、既知試料の組成分析を行なったところ、仕込み組成比

に対して3 % 以下の誤差範囲の測定結果が得られました。

D-3
イソプレン-ブタジエン-スチレン
ブレンドゴムの組成分析

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-047, ISO 7270-2

図 1. ブレンドゴムのパイログラム
加熱炉温度： 550 ºC, GCオーブン温度: 50 ºC (7 min hold) - 280 ºC (10 ºC/min),
注入口圧力: 175 kPa, キャリヤーガス： He
分離カラム： Ultra ALLOY+-5 (5 %ジフェニル 95 %ジメチルポリシロキサン) 
L=60 m, i.d.=0.25 mm, df=1.0 µm, 検出器： FID,
スプリット比： 1/60, 試料：標準試料 A, 試料量： 約 200 µg

図 2. PB組成の検量線
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分析法 :

ゴム中の 未知老化防止剤の推定
D-4

問題 : ゴム中に含まれる未知の老化防止剤（老防）を同定することが可能なライブ

ラリー検索システムはありますか？

検索エンジン F-Search 用の添加剤ライブラリー ADD-MS06 に、市販の

32 種類の代表的な老防のデータが含まれており、これを試料ゴム中の老防

の推定に応用しました。ライブラリーには熱脱着 (TD)-GC/MS で得られたク

ロマトグラム上のピークのマススペクトル、化合物名、保持指標などが登録

されています。ここでは、未知老化防止剤を 1 % 含むゴムの分析について

説明します。

結果 : 未知老化防止剤を含む加硫ゴム試料を TD-GC/MS により測定して得たク

ロマトグラムと、添加剤由来と思われるピーク A~C の MS スペクトルを図

1(a) に示します。それらこれらのピークは、MS ライブラリー検索によって得

たマススペクトルの類似度と RI の情報から、同図 (b) に示す化合物として

同定することができました。さらに、図 1(b) の F-Search のライブラリー中の

クロマトグラムから、これら 3 種の化合物と関連する老化防止剤の候補とし

て、p-(p-Toluene sulfonyl-amido) diphenylamine を推定することができま

した。以上のことから、 F-Searchの添加剤ライブラリーは、クロマトグラム上

の各主要ピークと元の各種添加剤の情報を有しているため、老化防止剤の

推定に有用であることが分かりました。

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-057, ISO 10638

図 1. TD-GC/MS 法により得られたクロマトグラム
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(a) 未知ゴム試料中の揮発性成分のクロマトグラム

(b) MS ライブラリーに登録した p-(p-Toluene sulfonylamido) 

diphenylamine のクロマトグラム



分析法 :

問題 : 未知組成のゴム材を分析した例はありますか？どの様な分析法を使用して

行うのですか？

マルチショット・パイロライザーを用いた熱分析法の一つである発生ガス分析

と、質量分析計を組み合わせた EGA-MS 法は未知試料の一次検索法とし

て有効です。ここでは未知組成のゴム材を分析した例を紹介します。

結果 : ゴム材の EGA サーモグラムおよびここで観測されたピーク A および B の

マススペクトルを図 1 に示します。ピーク A は溶出温度が低いことから各種

の添加剤の揮発物によるものと推測されます。これらを詳細に分析するため

には、ピーク A の成分を分離カラムにトラップした後に、GC/MS を用いて分

析する必要があります。ピーク B は溶出温度が高いことからポリマー骨格

の熱分解によるものと推測されます。ピーク B の平均スペクトルを EGA-

MS ライブラリーで検索した結果を表 1 に示しますが、Polynorbornene お

よび Acrylonitrile-butadiene rubber が推定ポリマーとして解析されました。

このように EGA および EGA-MS ライブラリーによる検索は、試料中の添加

剤の量や揮発温度、ポリマーの種類等の予測が容易に行え、未知試料の 1

次検索法として大変有効です。

D-5
ゴム材の発生ガス分析 （EGA） と 発生ガスラ
イブラリー検索

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA3-006

図 1. ゴム材料の EGA サーモグラムと各ピークの平均マススペクトル
加熱炉温度:50 ºC - 600 ºC (10 ºC/min) , GCオーブン温度：300 ºC,

キャリヤーガス：He 50 kPa, 60 mL/min, 

スプリット比：約1/50, EGA チューブ： L=2.5 m, i.d.=0.15 mm, (UADTM-2.5N) , 

検出器：MS, スキャンレンジ：m/z=29-400, スキャンスピード：0.1 scans/sec

Py-GCインターフェース温度：320 ºC (AUTOモード), 試料量：約 0.5 mg

表 1. ピーク B のライブラリー検索の結果
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* Py-GC/MS法を適用することで、NBRと同定された。

A

B



分析法 :

接着剤の組成分析
E-1

問題 : 接着剤成分の分析例はありますか？どの様な方法で分析が
出来ますか？

マルチショット・パイロライザーを用いた熱分析法の一つである発生ガス分析

と、質量分析計を組み合わせた EGA-MS 法は未知試料の一次検索法とし

て有効です。ここでは組成の未知な接着剤を分析した例を紹介します。

結果 : 接着剤の EGA サーモグラムとここで観測された A, B, C の 3 つのピークの

平均スペクトルからバックグラウンド (BG) を差し引いたスペクトルを図1 (a)

に示します。ピーク A はその溶出温度から、揮発した低分子成分に由来す

るものと推測し、通常の MS ライブラリー (Wiely275) で検索したところ、主

に図a に示す化合物であることが判明しました。また、ピーク B も酢酸であ

ることが判明したが、その溶出温度から材料中の側鎖の解裂により酢酸が

生成したものと推測します。また、ピーク C の EGA-MS ライブラリーによる

検索結果を表1 に示しますが、各種のビニルポリマーが検索されました。ま

たピーク B で酢酸が検出されたことから、この試料には酢酸ビニルが含ま

れていることが予測されます。このように EGA-MS 法と EGA-MS ライブラ

リーによる検索は、未知試料の組成を予測するための一次検索法として極

めて有効です。

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-013

図 1.接着剤の EGA サーモグラム
加熱炉温度：100 ºC - 600 ºC (20 ºC/min) , GCオーブン温度：300 ºC, 

注入口温度：320 ºC,キャリヤーガス：He 50 kPa,

EGAキャピラリーチューブ： L=2.5 m, i.d.=0.15 mm (UADTM-2.5N) , 

スプリット比：約1/50, 検出器：MS (m/z=29-400, 0.1scans/sec) 

Py-GCインターフェース温度：320 ºC (AUTOモード), 試料量：約 1.0 mg

表 1.ピーク Cのライブラリー検索の結果
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図1 (a)

図1 (b)

図1 (c)

ピーク A の BG

ピーク B の BG



分析法 :

問題 : マルチショット・パイロライザーを用いた接着剤の組成分析法について教え

てください。

発生ガス (EGA) 曲線中に複数のピークが観測された場合、各ピークがどの

ような成分に由来するかを調べるためには、選択的試料導入装置とマイクロ

ジェット・クライオトラップを用いて、各温度ゾーンで発生する成分を分離カラ

ムに導入し、GC/MS で分離分析する EGA-GC/MS 法が有効です。

結果 : 前ページで紹介しました接着剤の EGA サーモグラムでは、A~C の 3 つの

ピークを検出しました (図 1 参照) 。ここでは、各温度ゾーンでの発生ガス成

分を、各々分離カラムに導入後昇温分析したクロマトグラムを図 2 に示しま

す。ピーク A ではフタル酸エステルが、ピーク B では酢酸の他、酢酸ブチル

やアクリル酸ブチルが検出されました。酢酸は、ポリビニルアセテート

(PVAc) に由来し、アクリル酸ブチルは、ポリブチルアクリレートの熱分解に

由来するものと推測します。ピーク C では主鎖のポリエン構造の熱分解に

由来する各種の芳香族化合物が検出されました。このように、EGA 曲線中

の各温度ゾーンごとにキャピラリーカラム (GC/MS) を用いて分離分析する

ことにより、さらに詳細な解析が可能です。

E-2
EGA-GC/MS 法 と EGA ポリマー MS ライブ
ラリーを用いたゴムの組成分析

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-014

図 1. 接着剤の EGA サーモグラム

分析条件は前ページを参照

図 2. 各温度ゾーンでの発生ガス成分のクロマトグラム
加熱炉温度：40 ºC - 600 ºC (20 ºC/min) , GCオーブン温度：40 ºC - 320 ºC (20ºC/min) , 分
離カラム：Ultra ALLOY+-5 (5 %ジフェニルポリシロキサン)   L=30 m, i.d.=0.25 mm, df=0.25 

µm,カラム流量：1 mL/min, スプリット比：1/50

検出器：MS (m/z=29-400, 2scans/sec), 試料量：0.8 mg
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分析法 :

エポキシ樹脂硬化プロセスの分析
E-3

問題 : エポキシ樹脂の硬化プロセスを Py-GC 法を使用して研究した例はあります

か?

ビスフェノール Aのジグリシルエーテル (DGEBA, Mn≈340) に様々の量の

硬化剤1-ベンジル-2-メチルイミダゾール (1B2MZ) を添加して 180 ºC で 3

時間硬化させた後、590 ºC で Py-GC 分析しました。

結果 : 図 1 に 1B2MZ の量を変化させて 180 ºC 3 時間で DGEBA を硬化した場

合の代表的なパイログラムを示します。またピーク強度と触媒添加量との関

係を図 2 に示します。硬化が進行するとエポキシ基を持つ熱分解物量が減

少しますが、プレポリマーに特徴的なフェノール類は増加することが分かりま

した。この結果は DSC による Tgの測定結果と良好な一致を示しました。

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA1-034

図 1. イミダゾール触媒量を変化させ 180 ºC 3 時間で硬化させた
場合エポキシ樹脂のパイログラム

図 2.触媒量とエポキシ樹脂特有成分の関係
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分析法 :

問題 : 紫外線硬化樹脂から発生する揮発性成分の分析はどのように行うのです

か？

アクリル系紫外線硬化樹脂を主成分とするドライフィルムからの揮発性成分

を、紫外線照射による UV/Py-GC/MS 法により分析することを試みました。

ドライフィルムは直径約 3 mm (約 350 mg) の円形に切出しました。UV 照

射は Xe ランプを光源とするマイクロ UV 照射装置 (UV-1047Xe) を用いて、

He 雰囲気中、60 ºC において 10 分間行いました。比較のために、UV 照

射を行わなかった場合の揮発性成分の測定も行いました。

結果 : UV 照射を行わなかった場合 (UV 照射なし) と、UV 照射を行った場合 (UV

照射あり) の揮発性成分のクロマトグラムおよびその拡大を図 1 に示します。

UV 照射なしでは、重合開始剤の分解物などが僅かに観測されるのみでし

たが、UV 照射ありでは元の試料量に対して 300 ppm 程度のメタクリル酸メ

チル (MMA) をはじめとした、種々の有機化合物が観測されました。これら

のことから、本法により、紫外線硬化樹脂の硬化過程における揮発性成分

の分析が容易に行えることが分かりました。

F-1
紫外線硬化樹脂からの揮発性成分の
分析

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA5-001

図 1. アクリル系紫外線硬化樹脂を用いたドライフィルムから発生する
揮発性成分の分析
マイクロUV照射装置： UV-1047Xe, GCオーブン温度： 40 - 300 ºC (20 ºC/min) ,
雰囲気ガス： He, 分離カラム： Ultra ALLOY+-1 (ポリジメチルシロキサン) , L=30 m, i.d.=0.25 
mm, df=0.5 mm, カラム流量： 1 mL/min, 
スプリット比： 1/10, 試料量 (形状) ： 約 350 mg (φ3 mmの円形シート)
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分析法 :

ポリカーボネートの光・熱・酸化劣化に
関する検討

F-2

問題 : ポリカーボネート (PC) の光・熱・酸化劣化について検討したことはあります

か？どのように行うのですか？

紫外線照射/熱分解 (UV/Py)-GC/MS 法を PC の光・熱・酸化劣化機構の解

析に適用しました。UV 照射中の試料温度は 100 ºC とし、空気雰囲気中に

おいて 1 時間 UV 照射を行いました。UV 照射後は、雰囲気ガスをヘリウム

に切替えた後に熱脱着操作を行ってから GC/MS 分析を開始しました。また、

変性ポリマーの構造変化の測定には水酸化テトラメチルアンモニウム

(TMAH) を用いた反応熱分解法を適用しました。

結果 : 予測される PC の劣化反応を図 1 に示します。PC の劣化反応としては、

カーボネート結合におけるポリマー主鎖の開裂反応と転位反応に伴う分岐

構造の形成反応が知られています。UV を照射しない場合と、UV を照射し

た場合の揮発性劣化生成物のクロマトグラムを図 2 に示します。ビスフェ

ノール A の強度が、UV 照射なしに対して UV 照射ありでは約 10 倍に増加

しました。これは、ポリマー鎖中のカーボネート結合の開裂が繰返し起きたも

のと考えられます。また、引続き行った試料カップに残留している変性ポリ

マーの分析結果を図 3 に示します。UV を照射しない場合では、ほとんど観

測されなかった分岐構造を反映するピーク A が、UV 照射ありでは明確に

観測されました。

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA5-002

図 2. PC の揮発性劣化生成
物のクロマトグラム
GCオーブン温度： 40 - 300 ºC 
(20 ºC/min) 
熱脱着温度：100 - 350 ºC
(20 ºC/min) 
分離カラム： UA+-1 (ポリジメチルシ
ロキサン)  L=30 m, i.d.=0.25 mm, 
df=0.25 µm
カラム流量： 1 mL/min, 
スプリット比： 1/10, 試料量： 約15 µg
（薄膜）

図 3. 変性した PC の反応熱分解
法によるパイログラム
加熱炉温度： 400 ºC, 反応試薬： TMAH (25 
wt.%メタノール溶液, 3 µL) 
スプリット比： 1/50, 
その他の条件は図2 と同じ

図 1. 予測される PC の光・熱・酸化劣化反応
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分析法 :

問題 : 光・熱・酸化劣化試験において耐衝撃性ポリスチレン (HIPS) から発生する

揮発性劣化生成物を簡単に分析する方法はありますか？

キセノン (Xe) ランプを光源とするマイクロ UV 照射装置を用いた、オンライ

ン紫外線照射 (UV) /熱分解 (Py)-GC/MS 法により、HIPS の光・熱・酸化劣

化による揮発性生成物を分析することが可能です。試料は、HIPS の 2

mg/mL ジクロロメタン溶液を 10 µL、横穴試料カップに採取しました。紫外

線照射時間は 1 時間とし、加熱炉温度 60 ºC、空気雰囲気下としました。発

生した揮発性劣化生成物は、金属キャピラリー分離カラムの入り口付近を

液体窒素に浸漬して冷却捕集しました。 UV 照射後には熱脱着操作を行な

い、その後、カラムを液体窒素から取り出して GC/MS 分析しました。

結果 : マイクロ UV 照射装置を用いて紫外線を照射した場合と、照射しない場合に

観測される HIPS からの揮発性劣化生成物の測定結果を、図 1 に示します。

紫外線 1 時間照射後には、ベンズアルデヒド、アセトフェノン、安息香酸など

の PS に由来する揮発性劣化生成物に加え、2-プロペナールが観測されま

した。2-プロペナールは、HIPS 中のブタジエンゴム成分の揮発性劣化生成

物であることが示唆されます。以上、Xe ランプを光源とするマイクロ UV 照

射装置を用いた、オンライン UV/Py-GC/MS 法により、HIPS の光・熱・酸化

劣化に伴う揮発性生成物の分析が可能であることが分かりました。

F-3
耐衝撃性ポリスチレン （HIPS）の光 ・ 熱 ・
酸化劣化生成物の分析

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA5-003

図 1. UV/UV/Py-GC/MS 法による紫外線照射中に生じる
HIPSの揮発性劣化生成物のクロマトグラム
< UV 照射>マイクロ UV 照射装置: UV-1047Xe, 照射: 1 時間,加熱炉温度: 60 ºC, 

雰囲気ガス: 10 mL/min Air, スプリット比: 1/10

< GC/MS 分析> GCオーブン温度: 40 ºC (5 min) - 240 ºC (20 ºC/min), GC注入口温度: 250 ºC,

分離カラム: Ultra ALLOY+-1(ポリジメチルシロキサン, L=30 m, i.d.=0.25 mm, df=0.5 µm),

雰囲気ガス: 50 mL/min He, スプリット比: 1/50

35FRONTIER LAB

UV照射： 無し (1 hr), 60 ºC, in air

熱脱着: 60-250 ºC (40 ºC/min, 5 min)

UV照射： あり (1 hr), 60 ºC, in air

熱脱着: 60-250 ºC (40 ºC/min, 5 min)

〇 ••• PS 由来

X ••• システムピーク



分析法 :

EGA-MS を使用した耐衝撃性ポリスチレンの
光 ・ 熱 ・ 酸化劣化後の分析

F-4

問題 : 光・熱・酸化劣化した耐衝撃性ポリスチレン (HIPS) の分析評価を行ったこと

があれば教えてください？

試料は、HIPS の 2 mg/mL ジクロロメタン溶液を 10 μL、横穴試料カップに

採取しました。マイクロUV 照射装置による紫外線照射時間は 30 分、1 時

間、および 12 時間とし、加熱炉は 60 ºC 、空気雰囲気下としました。また、

Xe ウェザーメーターで 100、および 300 時間照射した HIPS 板は、その表

面を約 20 μg 削り取って EGA 測定に使用しました。

結果 : 図 1 に示すように、マイクロ UV 照射装置を用いて 1 時間紫外線照射した

HIPS では、ピーク頂が約 10 ºC 低温側にシフトし、熱分解開始温度も 360

- 300 ºC へと低下しました。さらに、ピーク形状も全体的に低温側へ移行し、

ブロードになりました。さらに、サイズ排除 クロマトグラフィーにより、分子量

が 285,000 から 240,000 へと低下しており、HIPS の光・熱・酸化劣化過程

における、主鎖の切断によるものと考えられました。また、Xe ウェザーメー

ターを用いて 300 時間紫外線照射したHIPSでは、ピーク頂が約 14 ºC 低

温側にシフトし、熱分解開始温度も 360 - 280 ºC へと低下しました。この両

者のサーモグラムがほぼ同等な形状を示していることから、この両手法によ

る測定結果には、ほぼ相関性があることが分かり、本法により劣化評価時

間が大幅に短縮できることが示唆されます。

Ref: Multi-functional Pyrolyzer® Technical Note, PYA5-004

図 1. UV/Py-GC/MS 法と Xe ウェザーメーター法による
HIPS の紫外線照射前後のサーモグラム
加熱炉温度: 100 - 700 ºC (20 ºC/min)、GCオーブン温度: 300 ºC、UADTM-2.5N
(L＝2.5 m, i.d.＝0.15 mm)、キャリヤーガス流量: 1 mL/min; He、
スプリット比: 1/50、試料量: 20 µg
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照射波長：320～700 nm

放射照度：34 mW/cm2

[ウェザーメーター]

照射波長：280～450 nm

放射照度：700 mW/cm2

[マイクロ-UV照射装]

加熱炉温度：約 60 ºC

雰囲気ガス：空気

UV照射前（コントロール）

1時間照射後

30分照射

12時間照射後

UV照射前
（コントロール）

100時間照射後

300時間照射後



熱分解-GC/MS の
テクニックとは？

熱分解-GC/MSは、簡単かつ高度な技術です。フロンティア・ラボ社
製のパイロライザーは高温まで設定可能な試料導入装置です。この
パイロライザーをガスクロマトグラフ・質量分析計 (GC/MS) のスプ
リット/スプリットレス注入口に設置します。分析試料（液体または個
体）は加熱炉内で不活性ガス雰囲気下で均一に加熱されます。揮発
性化合物は 300 ºC 以下の加熱で気化または脱着します。さらに高
温では、共有結合が切断し、複雑な構造が分解されて、熱分解生成
物と呼ばれる小さな安定した揮発性の分子になります。熱分解生成
物とその相対強度から元の有機化合物の構造、組成解析ができます。

フロンティア・ラボのパイロライザーは、トランスファーラインを介さずに
GC 注入口に直接接続されます。試料は不活性化処理を施したエコ
カップに採取し、小型の加熱炉に導入されます。加熱炉の温度は高
い精度で制御され（±0.1 ºC ）、試料の分析において高い再現性を保
ちます。試料は熱分解される前は不活性雰囲気中で室温に保たれる
ため、熱分解前の蒸発、熱劣化、および熱硬化を防ぐことができます。

本冊子内の技術データは、右図のパイロライ
ザー周辺機器を 1 つまたは複数を使用して取
得されたものです。周辺装置については、P.47

以降の「システム構成」のセクションで詳しく説
明しています。
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1. オートショット・サンプラー (AS-1020E)

2. キャリヤーガス切替え装置 (CGS-1050Ex)

3. 選択的試料導入装置 (SS-2010E/SS-1010E)

4. マイクロジェット・クライオトラップ

(MJT-2030E/MJT-1035E/MJT-1030Ex)

5. Ultra ALLOY® キャピラリーカラム

6. Vent Free GC/MS アダプター

7. F-Search システム

8. マイクロ UV 照射装置 (UV-1047Xe)

マルチショット・パイロライザー (EGA/PY-3030D)



簡単な試料前処理
フロンティア・ラボのパイロライザーは 1 つの試料で複数の分析が可能です。 試料はパイロライザーにより熱脱着も
しくは熱分解され、 GC/MS に導入されるだけなので、溶媒抽出などのサンプルの前処理をする必要はありません。
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あとは GC スタート！

GCMS

パイロライザー

試料カップ

Step 3

Step 1 の試料を秤量し、
直接試料カップへ

溶媒抽出等の前処理を
行う必要はありません!!

Step 2
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Step 1

又は凍結粉砕

マイクロシリンジ

ナイフ

マイクロパンチャー

やすり

ポリマー溶液

マイクロパンチャー.mp4


F-Searchシステム

F-Searchを使用した簡単なデータ解析

一般的に、ポリマー材料には酸化防止剤、UV 吸収剤などのさまざまな添加剤が含まれています。それらの添加剤はポリマーの製造効
率を高めたり、最終製品の物理的および化学的特性を改善するものです。

GC/MS分析により得られたマススペクトルは、市販の質量スペクトル (MS) ライブラリーを使用して定性されます。ただし、これらの汎用
MS ライブラリーには、熱分解生成物と添加剤がほとんど登録されていないため、ポリマーの特性評価に汎用 MS ライブラリーが適用
できる分野は限られています。

フロンティア・ラボは、高速検索可能な検索ソフトウェア “F-

Search” を開発・販売しています。F-Searchは 検索エンジ
ンとライブラリーから構成されており、ライブラリーには数百
種のポリマーやそれらの熱分解生成物、および数百種の添
加剤のクロマトグラムとマススペクトルが登録されておりま
す。ポリマーおよびポリマー熱分解生成物、添加剤、サーモ
グラムの 4 つのライブラリーがあり、使用目的に合わせて選
択できます。ユーザーライブラリーを作成する機能もあり、そ
の更新も簡単に行えます。

39FRONTIER LAB

TD / PY クロマトグラムサーモグラム

パイログラム パイログラム



“ メソッドマップ ” 分析手法の選択

フロンティア・ラボは、GC/MS と組み合わせる EGA/PY-3030D 多
機能パイロライザーシステムを使用して、試料を化学的に特性評
価するための「メソッドマップ」と呼ばれる一連の分析手法（フロー）
を提案しています。この一連の分析手法は、揮発性化合物から高
分子量ポリマーまで、ほとんどすべての有機材料を特性評価する
場合に適用できます。

メソッドマップを使用すれば 2 つの簡単なステップで未知試料の組
成解析の糸口を見つけることができます。

最初のステップは、発生ガス分析 (EGA)-MS です。 この
技術では、試料は比較的低温（約 40 - 100 ºC ）の加熱炉
に導入されます。試料導入後、加熱炉は高温（約 600 -

800 ºC）まで徐々に昇温します。加熱炉の温度昇温に伴い、
ガスが発生します。横軸に加熱炉の温度、縦軸に検出器の
レスポンスをプロットしたものが EGA分析で得られるクロマ
トグラムであり、サーモグラムと呼んでいます。サーモグラ
ムを確認することで試料の熱的プロファイルが分かります。

ii. 2 番目のステップでは、EGA サーモグラムから最適な温度

条件を見つけ出して分離分析を行います。その際、以下に示
す手法を単独、または組み合わせて詳細な分析を行います。

詳細は以下のリンクからご確認いただけます。

熱脱着 (TD)

瞬間熱分解 (Py)

ハートカット (HC)

反応性熱分解 (RxPy)
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i.

EGA

TD HC PY RxPy

https://www.frontier-lab.com/jp/technical-information/methodology/part4/
https://www.frontier-lab.com/jp/technical-information/methodology/part4/
https://www.frontier-lab.com/jp/technical-information/methodology/part4/
https://www.frontier-lab.com/jp/technical-information/methodology/part4/


EGA と“ メソッドマップ ”

EGA 装置構成：分離カラムは使用しません。短くて内径の細い

(2.5 m X 0.15 mm id) の不活性化チューブを用いて注入口と検出

器を接続します。GC 各部（GC 注入口、カラムオーブン、GC 検出

器とインターフェースの温度）は、発生ガスの凝縮を防ぐために高

温に保たれています。下の図の左上が EGA-MS の装置構成で左

下に一般的な EGAサーモグラムを示しています。

EGA の後、装置構成を変更します。 EGA チューブを分離カラム

に交換します。フロンティア・ラボのベントフリー GC/MS アダプター

を使用すると、簡単かつ迅速にカラム交換を行うことができます。

MS をベントする必要はありません。 MS の真空状態は数分以内

に元の状態に回復し、酸素によるイオン源への影響は最小限に抑

えられます。この例では、ダブルショット分析*を実行して、2 つの温

度範囲の発生ガスを個別に分析し、独立して解析することができ

ます。1 つの試料が 2 回分析されますが、この一連の分析は自動

で行うことができます。

*ダブルショット分析 ： 揮発性成分の 熱脱着(TD)分析を行い、続いて基材ポリ

マー瞬間熱分解(Py)を行う

図に示すように、試料中の「揮発性化合物」に関する情報は、100

ºC に保った加熱炉に試料を導入し300 ºC まで昇温する過程で気

化する化合物のみを GC/MS分析することで得られます。揮発性

化合物と高分子ポリマーの両方に関心がある場合は上述のように

1 つのサンプルで 2 度分析します。低沸点成分が分析対象の場

合は、マイクロジェット・クライオトラップが有効です。
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熱脱着は加熱炉の温度を徐々に上げていきます。加熱炉を 100 - 250 ºC まで 20 ºC /min の速度で 昇温させると 10 分かかります。マイク

ロジェット・クライオトラップは、対象の揮発性化合物をカラム先端付近に冷却捕集することでクロマトグラムのピークのバンド幅の広がりを抑

え、より良いピーク分離が得られます。

得られた EGA サーモグラムに 4 つ以上の温度ゾーンがある場合、選択的試料導入装置と呼ばれる周辺装置を利用してハートカット (HC)

分析を行います。任意の温度ゾーンの発生ガスをカラムに導入する、もしくは系外に棄てるという選択を行うことができ、任意の温度ゾーンの

みを分離分析するこができます。

サーモグラム (EGA-MS)

Time

100     200     300     400     500     600

温度 ºC 10     20     30     40  m i n

He

EGAtube

GC オーブン : 320 ºC

MS

EGA-MS

V F A

100ºC – 700 ºC @20ºC/min
He

TD-GC/MS  

Py-GC/MS

MS

GC オーブン: 温度プログラム

VFA
MJT

分離カラム

TD クロマトグラム (TD-GC/MS)
(100 ºC - 300 ºC @ 20 ºC/min)

パイログラム (Py-GC/MS)

at 600 ºC



Py-GC/MS
システム構成

詳細はリンクからご確認いただけます。

1. オートショット・サンプラー (AS-1020E)

最大 48 検体のサンプルを、 EGA、シングルショット、ダブルショット、

ハートカット分析のいずれかを使用して自動的に分析でき、多検体処
理の効率化が図れます。

2. キャリヤーガス切替え装置 (CGS-1050Ex)

本装置は、加熱炉内の雰囲気ガス（キャリヤーガス）、

例えば、ヘリウムと空気の切り替えを可能にします。
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1. オートショット・サンプラー (AS-1020E)

2. キャリヤーガス切替え装置 (CGS-1050Ex)

マルチショット・パイロライザー (EGA/PY-3030D)

パイロライザーはオートショットサンプラーのハウ
ジング内に設置されます

試料カップ

空気中および He 中で得られたポリスチレンのパイログラム

https://www.frontier-lab.com/assets/file/catalogue/AS-1020E_J.pdf
https://www.frontier-lab.com/assets/file/catalogue/CGS-1050Ex_J.pdf


3. 選択的試料導入装置 (SS-2010E/SS-1010E)

EGA サーモグラムで決定した任意の温度ゾーンに対して、手動または
自動でハートカットを行い、分離カラムに導入できます。

5. Ultra ALLOY® Metal Capillary Column

分離カラムは、傾斜多層膜不活性化処理により、高不活性、高耐熱
性、耐汚染性を備えています。

Use the links below formore information.

4. マイクロジェット・クライオトラップ
(MJT-2030E/MJT-1035E/MJT-1030Ex)

分離カラムの先端付近に液体窒素を吹き付け、 -196 ºC でサンプル
ガスを冷却捕集します。必要とする液体窒素の量は他社製品と比べ
3分の1の量です。パイロライザーと連動した動作制御ができます。
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詳細はリンクからご確認いただけます。

マルチショット・パイロライザー
(EGA/PY-3030D)

3. 選択的試料導入装置 (SS-2010E/SS-1010E)

4. マイクロジェット・クライオトラップ (MJT-2030E/MJT-1035E /MJT-1030Ex)

5. Ultra ALLOY® キャピラリーカラム

任意の温度ゾーンをハートカットし、GC/MS 

分析が可能です。

MJT-1030Ex を使用したポリスチレン中の残留オリゴ
マーの熱脱着分析。

EGA サーモグラム

化学修飾膜

ステンレス管のバルク層

固定相液体

超高純度Si層

特殊不活性化傾斜膜

超高純度SiO2層

不活性化処理を施した
ステンレス管内面のSEM像

https://www.frontier-lab.com/assets/file/catalogue/SS-1010E_J.pdf
https://www.frontier-lab.com/assets/file/catalogue/UA_J.pdf
https://www.frontier-lab.com/assets/file/catalogue/MJT-1030Ex_J.pdf


6. Vent-free GC/MS アダプター

MS を大気開放せずに、分離カラムや EGA チューブを交換するこ
とができます。

8. マイクロ UV 照射装置 (UV-1047Xe)

強力なキセノン UV 光源を用いて、光、熱、酸化劣化させたポリ
マーの評価を可能にします。

7. F-Search システム

(ライブラリーと検索エンジン)

F-Search は EGA-MS、 熱脱着分析、瞬間熱分解分析で得られたク
ロマトグラムを基に、ポリマーや添加剤の同定を行うマススペクトル
検索ソフトウェアです。

詳細はリンクからご確認いただけます。
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6. Vent Free GC/MS アダプター

7. F-Search システム

8. マイクロ UV 照射装置 (UV-1047Xe)

マルチショット・パイロライザー
(EGA/PY-3030D)

光ファイバー
保護管

横穴エコカップ
サンプル

光ファイバー

ベント開口部

分離カラムまたは EGA 

チューブ

Vent-Free 抵抗管

クロマトグラムとマススペクトル検索の結果

https://www.frontier-lab.com/assets/file/catalogue/Vent-free_J_200303_011202.pdf
https://www.frontier-lab.com/assets/file/catalogue/UV-1047Xe_J.pdf
https://www.frontier-lab.com/assets/file/catalogue/F-Search_J.pdf
https://www.frontier-lab.com/assets/file/catalogue/F-Search_J.pdf

