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熱分解-GC/MSを用いた
3D印刷用ポリマーの測定と解析



熱分解 –GC/MSを用いる理由?

FRONTIER LAB

フロンティア・ラボのマルチショットパイロライザーには 5 つの分析モードがあり、目的に応じてそのモードを使い分け、または組み合わせて

使用することにより詳細な解析ができます。5 つの分析モードは Evolved Gas Analysis (EGA) モード、 シングルショットモード、 ダブル

ショットモード、 ハートカットモード、反応熱分解モードと呼んでいます。 熱分解分析を行う際にまず「どの分析モードを用いたらよいか？」と

いう判断をするところから分析を始めます。モードの選択は本冊子の P.45 の 「メソッドマップ」をご覧ください。

モノづくりには 良品質のものを効率良く作ることを可能にする新しい技術

と技術進歩が常に求められています

3Dプリント用材料の分析では、クロマトグラフィー分析に至るまでに多岐

にわたる前処理が必要です。 代表的な前処理には、溶媒抽出、フィルター

濾過、濃縮操作などがありますが、これらの前処理には熟練した技術が求め

られ、また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。

多くのポリマー分析に携わる工場や研究室でフロンティア・ラボの熱分解

装置が導入されていますが、その理由の 1 つは前処理の問題を解決で

きるという点です。フロンティア・ラボの熱分解装置は前処理なく材料を

「そのまま」の状態で分析できるという特長があります。この技術を 3D

プリントの材料分析に適応することで溶媒抽出工程を省くことを可能とし、

分析効率の向上、また長時間にわたる前処理時に懸念される汚染の可

能性も低減できます。
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問題点 : PLA は 3D プリントのフィラメントとして広く使用されていますが、光学異性体である PDLA が含まれているのか、添加剤や
改質剤が配合されているか等の詳細なフィラメントの組成は開示れていないことが多々あります。赤外分光 (IR) 法がスクリーニング
手法として一般的に用いられますが、IR 法では詳細な定性、例えば PLA 以外のポリエステル系の樹脂が含まれているのか？PLA 

の原材料は何か？といった解析は容易ではありません。

解決策 : 熱分解 -GC/MSシステムで発生ガス分析(EGA)-MS（P.46 参照） や、シングルショット分析法を用いることによりフィラメント
樹脂の定性、使用されている添加剤の定性など詳細解析ができます。

3D プリントに用いるポリ乳酸 (PLA) 分析

背景 : 近年、植物由来のプラスチックに関心が寄せられています。

最も生産量の多いバイオプラスチックの 1 つとして知られているポリ乳酸 (PLA または PLLA) はコーン、キャッサバ芋（タピオカ原
料）、さとうきび、甜菜などの「バイオマス」を原料とし、そこから抽出したでんぷんを発酵させて得られた乳酸（モノマー）を重合化させ
て作られる熱可塑性のプラスチックです。ポリ乳酸には非晶質ガラス状、半結晶性、高結晶性のものがあり、そのガラス転移点 (Tg)

は 60 ºC 付近、融点は 130 - 180 ºC 程度です。 PLA とその光学異性体である PDLA (poly-D-lactide) を混合したものは、融解温
度 (Tm) が 40 - 50 ºC 程度上がり、熱変形温度は約 60 - 190 ºC 程度 上がることが知られており、耐熱性の高いポリ乳酸樹脂の
開発も進められています。ポリ乳酸の力学特性は PET と PS（ポリスチレン）の中間で、ほとんどの熱可塑性樹脂と同様に、繊維 （例
えば、 溶融紡糸法）やフィルム状に加工されます。PLA は表面自由エネルギーが大きいため、PLA は印刷適正があり 3D プリントの
フィラメントとして広く使用されています。
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実験 : まず EGA-MS を行いサンプルの熱分解挙
動の情報を得ました。ドッグボーン型試験片に加工
された 3D プリントのフィラメント用樹脂から約 100

µg の熱分解分析用の試料片を切り出し、不活性化
エコカップに採取し、加熱炉を100 - 700 ºC まで 20

ºC/min で昇温させた際の発生ガスを直接 MS に導
入して検出しました。その際 GC オーブンは 320 ºC

の恒温に保ち、発生ガスの凝縮を防ぎました。EGA

サーモグラムにおいて試料片から温度上昇とともに
連続的にガスが発生していることが分かります。
EGA サーモグラムの加熱炉温度 300 - 400 ºC の
平均マススペクトルを F-Search （EGA-MS ライブラ
リー） を用いて検索を行いました。

結果 : EGAサーモグラムより、この試験片は 300 ºC

程度から熱分解が始まり 400 ºC 程度で終了するこ
とが分かりました。また、300 - 400 ºC の平均マスス
ペクトルのF-Search（EGA-MSライブラリー）の検索
結果により、ドッグボーン試験片の基材ポリマーが
PLA であることが示唆されました（F-Search ライブラ
リーについては P.44 を参照） 。
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EGA サーモグラムの結果をもとに、シングルショット分析の加熱炉温度を 500 ºC としました。 添加剤分析は熱脱着 (TD)法を用いた場合、

添加剤が溶出する温度域のみを加熱炉の設定温度にすれば、ポリマー基材はエコカップ内に残して目的の添加剤成分だけを選択的に分
析することができます。基材ポリマーの熱分解生成物は装置に導入されないため、装置の汚染を低減できます。試料量を 10 倍量とし、さら
に抽出イオンクロマトグラム (EIC) を用いることでトータルイオンクロマトグラム (TIC) に隠れた微量の化合物(Irgafos 168)まで検出できま
した。

シングルショット 500 ˚C (TIC)
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熱脱着 (TD) 分析では試料の温度をプ
ログラム昇温するため、ほとんどの化合
物は熱分解されることなく、揮発した元
の構造のまま検出されます。

残留モノマー、 添加剤、 残留溶媒など
の測定は TD 分析が有効です。

ここに示す分析例では TD-GC/MS 分
析によってパルミチン酸モノグリセリドが
含まれていることが判明した例です。試
料中の対象ピークのマススペクトルはF-

Searchライブラリーに登録されているマ
ススペクトルとよく一致していました。

熱脱着 (TD) 100 - 300 ˚C

2520151050
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熱硬化性樹脂としてのエポキシ接着剤と樹脂

解決策 : 熱分解-GC/MSシステムを用い、発生ガス分析(EGA)-MS （P.46 参照）
を行うことにより材料の熱的プロファイルを得ることができます。その情報を基に
ハートカット分析を行えば、3D プリント造形物へのダメージを最小限に抑え、材料
の添加剤情報、熱分解のメカニズムについての解析ができます。

背景 : エポキシ樹脂は分子内にエポキシ基（オキシラン）を持つポリマーで、反応性プレポリマーに分類されます。反応は触媒重合、ま
たは種々の共反応物とともに進行します。共反応物には多官能性アミン、酸（酸無水物）、フェノール、アルコール、チオール（メルカプタ
ン）があります。これらの共反応物は硬化剤と言われ、架橋反応は一般的に「硬化」と呼ばれています。エポキシ樹脂は熱硬化性樹脂
と呼ばれるもので、機械特性が良く、耐熱性と耐薬品性があるのが特徴です。金属コーティングや電子機器/電子部品、LED 、高電圧
用のインシュレーター、ペイントブラシ、繊維強化プラスチック（コンポジットー複合材料）、構造用接着剤等に使用されています。

問題点 : エポキシは樹脂は、一般的に接着剤としてよく使用されていますが、市場に流通している商品の組成は多岐に渡ります。「エ
ポキシ当量」を測定することが、唯一定量化できる反応に関するパラメータです。 特に 3D プリント材料に使用されるエポキシ樹脂につ
いては、既存の評価、測定法ではかなりの試料量を必要とし、 3D プリント造形物の組成や添加物を調べる際は、種々の前処理を施し
た後に測定を行うため、3D プリント造形物へのダメージは大きくなります。
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実験 : 3D プリント造形物の熱的プロファイルを得るため EGA-MS を行いました。エポキシ樹脂を用いた 3D プリント造形物から約
100 µg の試料を切り出しエコカップに採取し、加熱炉を 100 - 800 ºC まで 20 ºC/min で昇温させました。その間 GC オーブンは
320 ºC の恒温に保ち、発生ガスが GC オーブン内で凝縮するのを防ぎました。得られた EGA サーモグラムを基にハートカット分析
のための温度条件を Zone A: 100 - 260 ºC 、Zone B: 300 - 420 ºC 、Zone C: 420 - 550 ºC としました。約 300 µg のサンプルを
3D プリント造形物から切り出しエコカップに採取してハートカット分析を行いました。GC オーブンは 40 ºC (2 min 保持) - 320 ºC (20

ºC/min, 10 min 保持) とし、各温度 Zone の発生ガスはマイクロジェット・クライオトップを用いてカラムの先端部付近で冷却捕集を行
いピークの広がりを抑えて分析を行いました。

結果 : EGA サーモグラムを見ると、明らかに 3 つの温度範囲でクロマトグラム形状が変化しているのが分かります。ハートカット分
析を用いて、これらの 3 つの温度範囲での発生ガスを別々に GC/MS 分析することで、3D プリント造形物の添加剤、エポキシ樹脂
組成、熱分解挙動などの詳細な情報を得ることができました。
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Zone A (100 - 260 ºC) をハートカットして得ら
れたクロマトグラムからフタル酸ジブチルが添
加剤（可塑剤）として含まれていることが示され
ました。

Zone B (300 - 420 ºC) からは主な検出化合
物としてビスフェノールAとその他微量のフェ
ノールが検出されました。これらフェノール類が
検出されたことは、この温度範囲で主に C-O

結合が切断していることを示唆しています。ま
たこの結果よりエポキシ樹脂がビスフェノール
A型のエポキシ樹脂であることが分かりました。

Zone C (420 - 550 ºC) ではビスフェノール A

の検出量は減少し、フェノール、p-クレゾール、
p-イソプロピルフェノールが主に検出されてお
り、 C-C 結合の切断が起こっていることを示唆
しています。また複数の炭化水素類が検出さ
れており（次ページ参照）、これらは硬化剤由
来の熱分解生成物であると考えられました。

本結果より Py-GC/MS はエポキシ樹脂のよう
な熱硬化性樹脂の添加剤、また添加剤が与え
る熱分解機構の研究に適した分析法であるこ
とが示唆されました。

2520151050
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Zone C

保持時間 / min
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Zone C (420 - 550 ºC) のハートカット TIC と EIC(m/z＝ 55，57) を示します。これより C5 から C17 の炭素数をもつ炭化水素類が検出されて
いることが分かります。各炭化水素化合物の同定は各ピークのマススペクトルを用いて行いました。
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背景 : ポリジメチルシロキサン (PDMS) は、ジメチルポリシロキサン、ジメチコンとも呼ばれる有機ケイ素化合物の高分子体（シリコー
ン）の一種です。PDMS は最も広く用いられているシリコーンベースの有機ポリマーで、特異な流体特性を持つことで知られています。
PDMS は見た目が透明であり、一般的には不活性、無毒、不燃性であるという特徴があります。数種類あるシリコーンオイル（重合シロ
キサン）のうちの一つです。PDMS の用途はコンタクトレンズ、医療機器からエラストマーに至るまで多岐に渡ります。また PDMS はシャ
ンプー（ジメチコンとして配合されており、髪に光沢を与えサラサラにする）や食品（消泡剤として）、コーキング材、滑剤、耐熱タイルとして
も使用されています。一般的な調整材料の一つ であるPDMS をゴムや接着剤として架橋させたものは熱硬化性エラストマーとして分類
されます。シリコーンや配合接着剤を 3D プリントへ応用することは非常に高い関心が寄せられています。

ポリシロキサン - PDMS 接着剤 と樹脂組成 ：
熱硬化性エラストマー

問題点 : シリコーンは一般的によく使用される樹脂、接着剤ですが、その特性や化学組成は配合業者や
製造業者により異なります。IR がスクリーニング分析に用いられていますが、組成解析や PDMS 樹脂
の有無、またはその出所を特定するには至りません。

解決法 : 発生ガス分析 (EGA)-MS とシングルショット分析法を用いれば PDMS の有無や、他のポリ
マーの存在も確認できます。また、添加剤についての情報も得ることができます。
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実験 : サンプルの熱的プロファイルを得るために EGA-MS を行いました。試料としてDIY の接着剤に用いられる市販の樹脂を用いまし
た。加熱炉を 100 - 700 ºC まで 20 ºC/minで昇温させ、その間 GC オーブンは 320 ºC の恒温に保ち、発生ガスが GC オーブン内で
凝縮するのを防ぎました。得られたEGAサーモグラムをもとにシングルショット分析の加熱炉温度を決定しました。

結果 : 得られた EGA サーモグラムより、3D プリン
トされた多孔質 PDMS は 460 ºC程度から熱分解
が始まり、660 ºC 程度で終了することが分かりまし
た。 460 ºC から 660 ºC までの平均マススペクトル
を F-Search（EGA-MS ライブラリー）で検索するこ
とにより、試料の基材ポリマーが PDMS であること
が示唆されました。

700500300100

加熱炉温度 / ºC

207

281

73
221

147
341

295 429
369133 327 415

96 50311959 46145 535 563 63729

m/z

460 - 660 ºCの平均マススペクトル

503459 545 605 677 737

m/z

207

73

281

96 133
355

45 4292211195932

F-Search ライブラリー検索結果
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シングルショット分析で得られたパイログラムを F-Search （Pyrolyzate-MSライブラリー） を用いて解析した結果、種々の環状シロキ
サンが確認されました。これは PDMS の主鎖が切断されて小さな断片になっていることを示唆しています。この結果より、 3D プリン
トされた多孔質の造形物の主成分は PDMS であることが分かりました。

2520151050

保持時間 / min
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試料の主成分ポリマーはシングルショット分析で明らかになりましたが、ここでは熱脱着 (TD) 分析により、添加剤の測定を行い
ました。熱脱着分析では、シングルショット分析の時よりも10 倍の試料量とすることにより、微量の添加剤の存在が明確に判断で
きます。この試料には可塑剤である dibutyl phthalate (DBP) が含まれていることが分かり、シングルショット分析ではピークが小
さいために見落としていた添加剤の存在が明らかになりました。

TIC

2520151050
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背景 : ポリ (p-フェニレン オキサイド)(PPO) 、 ポリ (p-フェニレンエーテル) (PPE) は耐熱性の熱可塑性樹脂です。単体では扱い難
いため、そのまま用いられることは殆どなく、ポリスチレン、耐衝撃性 SBR 、ポリアミドとブレンドして用いられます。 PPO は商業的に
開発されて商標登録されており、ノリル樹脂として知られるプラスチックです。3D プリントに PPO、PPE を応用することについて非常
に高い関心が寄せられています。 PPE ブレンドはその耐熱性や寸法安定性、寸法精度によって骨格部品、電気部品、日用品や自
動車部品に使用されます。また、滅菌可能な器具は医療用としても使用されています。このプラスチックは射出成形または押出成形
により成形され、成形温度は 260 - 300 ºC です。表面にプリントしたり、ホットスタンプ（熱間プレス）印刷することができます。溶接は
加熱、摩擦、超音波溶接が可能で、ハロゲン系溶媒や様々な接着剤による接着もできます。

ポリフェニレンエーテル (PPE) 樹脂と3Dプリント用フィラメント

問題点 : PPE は高機能性ポリマーや 3D プリントによく使用される樹脂ですが、その特性や
化学組成は配合者や製造業者によって異なります。 IR がスクリーニング分析に用いられま
すが、組成解析や PPO 樹脂の有無、またはその出所を特定するには至りません。

解決法 : 発生ガス分析 (EGA)-MS とシングルショット分析を用いると PPE の有無や、他の
ポリマーの存在も確認できます。また、添加剤についての情報も得ることができます。
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実験 : 押出成形されたフィラメント（市販されている 3D プリント用の樹脂）から約 100 µg を切り出し、エコカップに採取してオートショッ
ト・サンプラーにセットし、EGA-MS を行いました。加熱炉を 100 - 800 ºC まで 20 ºC/min で昇温させ、その間 GC オーブンは 320 ºC 

の恒温に保ち、発生ガスがGC オーブン内で凝縮するのを防ぎました。得られた EGA サーモグラムをもとに、シングルショット分析は加
熱炉温度を 600 ºC にして行いました。 GC オーブンのプログラムは 40 ºC (2 min 保持) - 320 ºC (20 ºC/min, 10 min 保持) としました。
得られたパイログラムは F-Search ライブラリーを用いて解析を行いました。

結果 : 以下に示した EGAサーモグラムより、サンプルは 440 ºC程度から分解し始め、 600 ºC程度で熱分解が終了することが分かりま
した。440 - 600 ºC までの平均マススペクトルを右下に示します。 この平均マススペクトルをF-Search（EGA-MS ライブラリー）で検索し
た結果から、試料の基材ポリマーが PPE であることが示唆されました。

700500300100

加熱炉温度 / ºC
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F-Search ライブラリー検索結果
(PPE)
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ポリフェニレンエーテル (PPE)

EGA サーモグラムからシングルショット分析の加熱炉温度を 600 ºC としました。得られたパイログラムを以下に示します。 8 - 10 分付
近に o-クレゾール、ジメチルフェノール、トリメチルフェノールのピークを検出しており、これらのピークはモノマーであると推測されました。
また 10 - 15 分付近にダイマーのピークが検出され、17 分付近にトライマーのピークが検出されました。これらのことからも、試料の基
材ポリマーは PPE であると示されました。

2520151050

保持時間 / min
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次に熱脱着 (TD)分析を行い、添加剤の有無を確認しました。
EGA サーモグラムの結果より、 TD の温度範囲は100 - 380 ºC 

としました。得られたトータルイオンクロマトグラム (TIC) を右に示
します。また m/z 84 とm/z 149 の抽出イオンクロマトグラム (EIC) 

を以下に示します。その結果、 N-ブチリデンブチルアミンとフタル
酸ジブチル (DBP) が添加剤として配合されていることが分かりま
した。

2520151050

TIC

2520151050

EIC

m/z: 84

2520151050
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m/z: 149
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F-Search ライブラリー検索結果
(フタル酸ジブチル (DBP))

可塑剤

m/z
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42
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29 99 112
126 209

F-Search ライブラリー検索結果
(N-ブチルデンブチルアミン)

老化防止剤の熱分解物

m/z

保持時間 / min 保持時間 / min
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背景 : ポリフェニレンスルフィドは (PPS) は、スルフィド基によって 2 つのベンゼン環が結合した構造を持っている高機能性ポリ
マーです。このポリマーから生成される合成繊維や合成布製品は、化学薬品や熱に強いという特徴があります。PPS は石炭ボイ
ラーのフィルターや、製紙用フェルト、電気絶縁体、フィルムコンデンサー、特殊な膜、ガスケット、パッキンなどに使用されていま
す。PPS は セミフレキシブルロッドポリマー* と言われる導電性ポリマー前駆体です。 PPS は通常は絶縁体ですが、酸化やドー
パントを添加することにより導電性ポリマーになり得ます。高機能性ポリマーの PPS は射出成型、押出成型、マシニング加工で
精巧に加工可能な乳白色から少し肌色がかった色の固体です。 PPS の最高使用温度は 218 ºC 、また、約 200 ºC 以下で
PPS を溶解する溶媒はありません。PPS を添加剤製造に応用することに非常に高い関心が寄せられています。

問題点 : PPS は高機能性ポリマーや 3Dプリントのフィラメントとして汎用性はありますが、その特性や化学組成は配合者や製造
業者によって異なります。IR がスクリーニング分析に用いられていますが組成解析までは至りません。固体 NMR は詳細な組成
解析が可能ですが、深い知識が求められます。

解決法 : 熱分解-GC/MS 法 (EGA-MS、シングルショット法) は迅速、簡便に押出成型された PPSフィラメントの化学組成を確認
できます。

* セミフレキシブルロッドポリマー ： 酸化や化学ドーピングにより導電性ポリマーになり得る有機ポリマー

ポリフェニレンスルフィド (PPS) 樹脂と 3D プリント用フィラメント
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結果 : EGA の結果より、 PPS は 480 ºC 程度より熱分解が始まり 700 ºC 程度で終了する
ことが分かりました。

実験 : 押出成形された PPS フィラメントから約 100 µg の試料片を切り出し、エコカップに採
取して発生ガス分析 (EGA)-MS を行いました。加熱炉を 100 - 800 ºC まで 20 ºC /min で昇
温しました。 GC オーブンの温度は 320 ºC の恒温に保ちました。シングルショット分析の加
熱炉の温度は、 EGA サーモグラムの結果をもとに 700 ºC としました。 GC オーブンのプロ
グラムは 40 ºC (2 min 保持) - 320 ºC (20 ºC/min, 10 min 保持) としました。

700500300100 

加熱炉温度 / ºC
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シングルショット分析の加熱炉温度を700 ºC で熱分解した PPS フィラメントのパイログラムを示します。検出ピークは F-Search の
Pyrolyzate-MSライブラリーを用いて定性を行いました。ベンゾチアゾールと4-フェニルチオベンゼンチオールが主な検出化合物であ
ると分かりました。

その他の検出化合物としてジチオールベンゼン、ジフェニルスルフィド、フェニルベンゼンチオール、ジベンゾチオフェン等の含硫黄化
合物が確認されました。これらの化合物はPPS の構造を反映した熱分解生成物であり、本試料が PPS であることが示唆されました。
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背景 : ポリエーテルイミド (PEI) は非晶質で半透明な琥珀色の熱可塑性樹脂です。製品名「ULTEM」と呼ばれるPEIは、耐熱性、耐
薬品性、難燃性の性質を持ち、医療機器や化学機器に用いられます。ULTEM 1000 （標準、未充填 PEI） は高い絶縁耐力を持ち、
難燃性が高く、燃えても発煙が少ないという特徴があります。 また ULTEM は機械特性も高く 170 ºC で連続使用ができます。さらに
強度と剛性を保ったまま、簡単に機械加工や組み立てができるという特徴も併せ持っています。ガラス転移温度は 217 ºC で、広範
囲に渡る周波数で安定した電気特性を保ったまま高温での使用に耐えられます。耐薬品性と延性特性に優れており、3D プリント造
形物や部品を含め、様々な用途で使用されています。

ULTEM、ポリエーテルイミド (PEI) 樹脂と 3D プリント用
フィラメント

問題点 : PEI は高機能性ポリマーや 3D プリントのフィラメントとして汎用性はありますが、その特性や化学組成は配合者や製造業
者によって異なります。IR がスクリーニング分析に用いられていますが組成解析や、PEI 樹脂の有無や、またはその出所を特定す
るには至りません。

解決策 : 発生ガス分析 (EGA)-MS とシングルショット分析を用いれば PPE の有無や、他のポリマーの存在も

確認できます。また添加剤についての情報も得ることができます。
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実験 : 押出成形されたフィラメント（市販されている 3D プリント用の樹脂）から約 100 µg のサンプルを削り取りエコカップに採取して
EGA-MS を行いました。加熱炉を 100 ºC から 800 ºC まで 20 ºC/min で昇温させ、その間 GC オーブンは 320 ºC の恒温に保ち、発
生ガスが GC オーブン内で凝縮するのを防ぎました。 EGA サーモグラムの結果をもとに、シングルショット分析の加熱炉温度を 700 ºC

とし、GC オーブンは 40 ºC (2 min保持) - 320 ºC (20 ºC/min, 10 min保持) としました。

結果 : EGA サーモグラムより、 ULTEM は 500 ºC 程度
から熱分解が始まり 660 ºC 程度で終了することが分か
ります。これよりシングルショットの加熱炉温度を 700 ºC

としました。

700500300100

加熱炉温度 / ºC
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F-Search のPyrolyzate-MSライブラリーを用いて、シングルショット分析で得られたパイログラム上のピークの定性を行いました。主
な検出化合物はアニリンとフェノールであることが分かりました。 その他の化合物として、ジフェニルエーテル骨格を持った派生物質
が複数検出されました。この結果より、構造式の R グループはエーテルであることが示唆されました。

2520151050

保持時間 / min
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背景 : ポリエーテルエーテルケトン (PEEK) は、ポリアリールエーテルケトン (PAEK) と呼ばれるポリマー群に属する無色の熱可塑性樹
脂で、様々な用途があります。PEEK はビスフェノラート塩のアルカリ化する逐次重合により合成されます。4,4’-ジフルオロベンゾフェノン
と炭酸ナトリウムの脱プロトン化 (in-situ) で得られるハイドロキノンのナトリウム塩との反応で合成するのが典型的な合成法です。本反応
は ジフェニルスルホン等の非プロトン性極性溶媒中、約 300 ºC で起きます。PEEK は高温下での機械的特性、耐薬品性に優れた半結
晶性の熱可塑性樹脂で、成形する条件により結晶化度、機械特性が変化します。 PEEK は高強度で優れた耐薬品性、延性がある 3D 

プリント造形物や部品に適しています。

ポリエーテルエーテルケトン (PEEK) 高機能性ポリマー

問題点 : PEEK は高機能性ポリマーで、 3D プリントに用いるのは簡単ではありませんが、その特性や化学組成は配合者や製造業者に
よって異なります。 IR がスクリーニング分析に用いられていますが組成解析や、PEEK 樹脂の有無、またはその出所を特定するには至
りません。

解決策 : 発生ガス分析(EGA)-MS とシングルショット分析を用いれば PEEK の有
無や、他のポリマーの存在も確認できます。また添加剤についての情報も得ること
ができます。
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実験 : 3Dプリント用の市販のフィラメント 2 種類 (Intamsys, Indmatec) を測定試料としました。未知試料の最適な熱分解温度を
確認するために、まずEGA-MS を行いました。約 100 µg の試料を 3D プリンタ造形物より切り出しました。加熱炉を 100 ºC から
800 ºC まで 20 ºC/min で昇温させ、その間 GC オーブンは 320 ºCの恒温に保ったまま、発生ガスがGCオーブン内で凝縮する
のを防ぎました。EGAサーモグラムの結果をもとに、シングルショット分析の加熱炉温度を700 ºCとし、GCオーブンは 40 ºC (2 min

保持) - 320 ºC (20 ºC/min, 10 min保持) としました。

結果 : EGA サーモグラムを下に示します。各試料のサーモグラムを比較すると、両ピーク頂点温度は異なっており、「PEEK-

Intamsys」 は「PEEK-Indmatec」より高い熱分解温度を持つと考えられます。この結果より、両 PEEK の分子量が異なっていること
が示唆されました。

700500300100

加熱炉温度 / ºC

PEEK-Indmatec

PEEK-Intamsys
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次に、両サンプルをシングルショッ
ト分析したパイログラムを右に示
します。両パイログラムは非常に
類似しており、両者とも、PEEK 

の標準試料と検出化合物が一致
していました。

この結果は、市販の異なる 2 つ
のメーカーの PEEK が分子量は
異なるものの組成はほぼ同等で
あることを示唆していました。

2520151050

PEEK-Indmatec

PEEK-Intamsys
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背景 : ナイロン12 は示性式 [(CH2)11C(O)NH]n で示されるポリマーです。ω-アミノラウリン酸 またはラウロラクタム モノマーから合成
されます。両者とも炭素の数が 12 で、そこからナイロン12 と名付けられています。ナイロン6、ナイロン66 をはじめとする数あるナイロ
ンの種類の 1 つです。 ナイロン12 には 2 種類の合成法があります。1 つは分子中にアミノ基とカルボキシル基という 2 つの官能基を
持つ ω-アミノラウリン酸の縮合重合で、もう 1 つは 260 - 300 ºC でラウロラクタムの開環重合です。量産には開環重合の合成法が用
いられることが多く、ナイロン12 は短鎖の脂肪族ナイロンとポリオレフィンの中間の特性を持っています。ナイロン12 の融点は 178 -

180 ºC で主要なポリアミドの中では最も低い温度となっています。 硬さ、引張強さ、耐摩耗性等の機械的性質は、ナイロン 6、ナイロ
ン66 と似ています。ナイロン12 は分子中に比較的長い炭化水素鎖を有するため、吸水率と密度 (1.01 g/mL) が低く、寸法安定性に
優れているという特徴もあります。高強度であり耐薬品性、延性があるナイロン12 は色々な用途があり、粉末焼結積層造形法 (SLS)

用の粉体で作られた部品や3Dプリント造形物に適しています。

問題点 : ナイロン12 は3Dプリントに適した樹脂ですが、その特性や化学組成は配合者や製造業者によって異なります。 IR がスク
リーニング分析に用いられていますがその組成解析や、ナイロン12の有無、またはその出所を特定するには至りません。

解決策 : 発生ガス分析 (EGA)-MS とシングルショット分析を用いればナイロン12 の有無や、他のポリマーの存在も確認できます。ま
た添加剤についての情報も得ることができます。

ナイロン12 粉体樹脂と 粉末焼結積層造形法
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実験 : 市販の3Dプリント造形物から約 100 µg の試料を削り取りエコカップに採取して EGA-MS を行いました。加熱炉を 100 - 800 ºC ま
で 20 ºC/min で昇温させ、その間 GC オーブンは 320 ºC の恒温に保ち、発生ガスが GC オーブン内で凝縮するのを防ぎました。 EGA

サーモグラムの結果をもとに、シングルショット分析の加熱炉の温度を 700 ºC とし、GC オーブンは 40 ºC (2 min 保持) - 320 ºC (20 ºC/min,

10 min保持) としました。

結果 : EGA サーモグラムより、ナイロン12 

は 300 ºC 程度から熱分解が始まり 540

ºC 程度で終了することが分かりました。
340 - 560 ºCの平均マススペクトルをF-

Search（EGA-MSライブラリー）で検索した
ところ、試料の基材ポリマーはナイロン12

であることが示唆されました。
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次にシングルショット分析を行いました。各ピークの定性は F-Search のPyrolyzate-MS ライブラリーを用いて行いました。主なピーク
である 11-ドデセンニトリルはナイロン構造中のアルキル基の長さを反映していました。 また環状構造を持つナイロン 12 のダイマーも
検出しており、この試料の基材ポリマーがナイロン 12 であることが示唆されました。

242220181614121086420

保持時間 / min
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背景 : ポリカーボネート (PC) は、分子中にカーボネート基を持つ熱可塑性樹脂です。エンジニアリングで用いられる PC は耐衝撃
性の高い頑丈な材料であり、透明のものも存在しています。PC は扱いやすく熱成型が簡単であるため、様々な用途に使われていま
す。 他の熱可塑性樹脂とは違って PC はひび割れたり壊れることなく変形させることができ、プレスブレーキ上で曲げるといった板金
技術を用いて室温での成形が可能です。鋭角に曲げる時ですら加熱は必要ありません。この特性により、 PC は透明かつ非導電性
の部品が必要な分野で試作品を作る際に重宝されています。耐薬品性、延性があるポリカーボネートは様々な用途があり、3Dプリ
ント造形物や部品にも使用されています。

問題点 : ポリカーボネートは 3D プリントに適した樹脂ですが、その特性や化学組成は配合者や製造業者によって異なります。 IR 

がスクリーニング分析に用いられていますが、組成解析や、 PC の有無、またはその出所を特定するには至りません。

解決法 : 発生ガス分析 (EGA)-MS とシングルショット分析を用いれば PC の有無や、他のポリマーの存在も確認できます。また、添
加剤についての情報も得ることができます。

ポリカーボネート (PC) プラスチック樹脂
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実験 : 市販のPC フィラメントから約 100 µg の試料を削り取り、エコカップに採取して EGA-MS を行いました。加熱炉を 100 - 800 ºC

まで 20 ºC /minで昇温させ、その間 GC オーブンは 320 ºC の恒温に保ち、発生ガスが GC オーブン内で凝縮するのを防ぎました。
EGAサーモグラムの結果をもとに、シングルショット分析の加熱炉の温度を 620 ºC とし、GC オーブンは 40 ºC (2 min 保持) - 320 ºC

(20 ºC/min, 10 min保持) としました。

結果 : EGAサーモグラムより、試料の PC は 320 ºC

程度から熱分解が始まり、600 ºC 程度で終了すること
が分かりました。 340 - 560 ºC の平均マススペクトル
をF-Search（EGA-MSライブラリー）で検索することに
より試料の基材ポリマーが PC であることが示唆され
ました。

700500300100

加熱炉温度 / ºC

213

228119
91

107
6577

19739 165
303 329 389

F-Searchライブラリー検索結果
(ポリカーボネート(溶液法) ; SM-PC)

m/z

213

119
22891

6539 77 107 239165 19729 301 567506

340 - 560 ºCの平均マススペクトル

m/z
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F-Search の Pyrolyzate-MS ライブラリーを用いて、シングルショット分析で得られたパイログラム上のピーク定性を行いました。主な検
出化合物はビスフェノール Aであり、主鎖のエステル結合の切断が起こっていることを示唆していました。
また、その他に検出されたフェノール、クレゾール、イソプロピルフェノールは、高温で C-C 結合が切断していることを示唆していました。
この結果より、サンプルの基材ポリマーが PC であると分かりました。

2520151050

保持時間 / min
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背景 : ポリフェニレンスルフィド (PPS) は、スルフィド基によって 2 つのベンゼン環が結合した構造を持つ高機能性ポリマーであり、
このポリマーから生成される合成繊維や合成布製品は、化学薬品や熱に強いという特徴があります。 PPS は石炭ボイラーのフィル
ターや、製紙用フェルト、電気絶縁体、フィルムコンデンサー、特殊な膜、ガスケット、パッキンなどに使用されています。 反面、PPS 

は脆く、 靱性が小さい、結晶化速度が遅い、という弱点があります。しかし、PPS にポリアミドをブレンドすることにより靱性、衝撃耐性
を高めることができます。

問題点 : 高機能性ポリマーのブレンドは、混和性の違いや構造、熱特性の違いにより難しいことがあります。PPS は高い融点を持つ
ことから、低い分解温度を持つポリマーとブレンドするのは簡単ではありません。ブレンドされたポリマーのキャラクタリゼーションには
精度と信頼性の高い分析技術が必要となります。IR はスクリーニング分析に用いられていますが、組成解析やブレンドされたポリ
マーの細かな違いを見るまでには至りません。顕微鏡技術 (AFM, SEM) を用いて均一性を評価することは可能ですが、複雑な試料
の前処理と高い技術力が必要です。

解決策 : Py-GC/MS はポリマーブレンドの評価が最も簡単にできる手法です。ブレンドされた 2 つのポリマーの組成に関する詳細な
情報や検量線を作成すれば定量もできます。

ナイロン 6 と ポリフェニレンスルフィド (PPS)の
ブレンドポリマー
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実験 : 押出成形されたナイロン- 6/PPS ブレンドフィラメントから約 100 µg の試料を削り取り、エコカップに採取して EGA-MS を行いました。加
熱炉を 100 - 800 ºC まで 20 ºC/minで昇温させ、その間 GC オーブンは 320 ºC の恒温に保ったまま、発生ガスが GC オーブン内で凝縮する
のを防ぎました。 EGA サーモグラムより、ハートカット分析の温度条件を Zone A:360 - 500 ºC、 Zone B:500 - 700 ºC としました。約 300

µg のナイロン 6/PPS ブレンドフィラメントを、ハートカット分析に供しました。それぞれの Zone から発生したガスを MJT（マイクロジェット・クラ
イオトラップ）を用いて液体窒素で冷却捕集し、個別に分析しました。GC オーブンは 40 ºC (2 min 保持) - 320 ºC (20 ºC/min, 10 min 保持)

としました。

FRONTIER LAB

結果 : EGA サーモグラムでは温度範囲の異なる 2 つのピークが検出されました。 Zone A:360 - 500 ºC はナイロン-6、Zone B:500 - 700 

ºC は PPS の分解であると考えられました。ハートカット分析を行うことで 2 つのZoneは別々に測定、解析することができます。

700500300100

Zone A Zone B

加熱炉温度 / ºC
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ハートカット分析の結果を示します。
Zone A では、カプロラクタム及び N-(5-

cyanopentyl)pent-4-enamide が主な検
出化合物であり、ナイロン 6 が熱分解し
たものであると考えられました。

Zone B ではカプロラクタムは検出され
なかったため、ナイロン 6 は 500 ºC で
完全に熱分解していると示唆されました。
ベンゾチアゾールと PPSダイマー、トラ
イマー及びその異性体が検出されてい
ることから、Zone B は PPS が熱分解し
たものであると考えられました。

これらの結果から Py-GC/MS システム
はポリマーブレンドの分析に有用である
と示唆されました。

FRONTIER LAB 37
FRONTIER LAB

242220181614121086420

Zone A

360 ºC - 500 ºC

Zone B

500 ºC - 700 ºC

保持時間 / min
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解決策 : 熱分解-GC/MS を用いて、市販の樹脂コーティングされたプロパントの樹脂とその添加剤を測定します。TGA-IR や
固体NMR などの手法と比較して、熱分解-GC/MSは、サンプルの前処理が不要で、解析も容易であり、添加剤の詳細な情報
が得られるという利点があります。

プロパントをコーティングする熱硬化性樹脂

背景 : プロパント*は広く使われている固体の粒子状の材料で、水圧破砕法によりできた地面の亀裂が塞がるのを防ぐため
に用いられています。プロパントには砂、改質された砂、セラミックが良く用いられています。ポリマーコーティングの技術が向
上したため、砂のプロパントの性能（生産性、長期安定性、耐破砕性等の向上、逆流の問題）が改善されています。これらの
ポリマーには熱硬化性樹脂のフェノール - ホルムアルデヒド樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン等が使用されています。一方、
熱可塑性樹脂をプロパントにコーティングすることも望まれています。

問題点 : プロパントを樹脂でコーティングすることは、生産性やプロパントの強度を高めるのに強力な手段です。しかし、プロ
パントをコーティングしている樹脂は、その架橋構造のためキャラクタリゼーション手法は限られています。 IR や固体NMR

がスクリーニングに使用されますが、組成解析や添加剤の確認を行うには充分ではありません。

* プロパント ： 石油等を採取する技術の 1 つである水圧破砕法の際に使われる特
殊な砂状の物質。 地層にできた亀裂が塞がるのを防ぐために亀裂内
に流し入れ、亀裂から安定して石油等が採掘できる。
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実験 :

1) 発生ガス分析(EGA)-MS をまず行い、砂をコーティングしている樹脂の熱的プロファイルを得ました。 コーティングを施した砂を
10 粒程度エコカップに採取し、加熱炉を 100 - 800 ºC まで 20 ºC/min で昇温させた際の発生ガスを直接 MS に導入して測定
しました。その際のGC オーブンは 320 ºCの恒温に保ったまま、発生ガスの凝縮が起こらないようにしました。

2) 次に、同じくコーティングを施した砂を10 粒程度エコカップに採取し、 ダブルショット分析 (TD/Py-GC/MS) を行いました。ダブ
ルショット分析の条件を以下に記します。

• 熱脱着 (TD) では、 加熱炉を 100 - 300 ºC まで 20 ºC/min で昇温し、 GC オーブン温度プログラムは 40 ºC (2 min

保持) - 320 ºC (20 ºC/min, 10 min保持) としました。

• 瞬間熱分解測定 (Py) では、加熱炉を 700 ºC とし、GC オーブン温度プログラムは 40 ºC (2 min 保持) - 320 ºC (20

ºC/min, 10 min保持) としました。
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結果 : EGA-MS では迅速にコーティング材料の定性ができます。 EGA サーモグラムの 0 - 30 分（加熱炉 100 - 700 ºC）の平均マススペクト
ルを F-Search（EGA-MSライブラリー） で検索した結果、フェノールホルムアルデヒド (PF) 樹脂であることが示唆されました。

F-Search ライブラリー検索結果
(PF 樹脂)

フェノールホルムアルデヒド (PF) 樹脂構造

サンプルの EGA サーモグラム

100 - 700 ºC の平均マススペクトル
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さらに詳細な情報を得るため、ダブル
ショット分析を行いました。ダブルショット
分析の1 段階目の熱脱着 (TD) では、メ
チレンジフェノールやフェノールが検出さ
れたことから、ホルムアルデヒド (PF) 樹
脂が含まれていることが示唆されました。
また、オクチルイソシアネートとパルミチ
ン酸が検出されおり、 PF 樹脂合成に乳
化剤が使用されていることを示唆してい
ました。

瞬間熱分解のパイログラムではクレゾー
ル、キシレノールが検出され、推察され
る基材ポリマーが PF 樹脂であるという
TD 分析結果と整合性のある結果が得ら
れました。

2520151050

2520151050

熱脱着 (TD)

瞬間熱分解 (PY)
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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。

FRONTIER LAB

マルチショット・パイロライザー (EGA/PY-3030D)

1. オートショット・サンプラー (AS-1020E)

2. キャリヤーガス切り換え装置 (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)
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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

Sample

あとは GC スタート！

GCMS

パイロライザー

試料カップ

Step 3

FRONTIER LAB

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を行うことができます。 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、 その発生した成分がGC/MS に直接導入されます。溶媒抽出等のサ
ンプルの前処理をする必要はありません。

マイクロシリンジ

マイクロパンチャー

ナイフ

又は凍結粉砕

やすり

Step 1
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F-Search を使用した簡単なデータ解析

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。

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。

Polymer Pyrolyzate-MS Library

F-Searchシステム

FRONTIER LAB

サーモグラム

パイログラム パイログラム

TD / PY クロマトグラム

INT-SUM

INT-SUM
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“ メソッドマップ ” 分析手法の選択

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。

フロンティア・ラボは、GC/MS と組み合わせた 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。

FRONTIER LAB

i. 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。

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)

ii.
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EGA と“ メソッドマップ ”

He

EGA tube

GC オーブン : 320 ºC

MS

サーモグラム (EGA-MS)

温度 ºC
100        200       300        400        500       600    

TD クロマトグラム (TD-GC/MS)

(100 ºC - 300 ºC @ 20 ºC/min)

Time

パイログラム (Py-GC/MS) at 600 ºC

10        20        30        40 min

ベントフリー
アダプター

100ºC – 700ºC @20 ºC/min

GC オーブン: 温度プログラム

He

TD-GC/MS

Py-GC/MS 

MS
分離カラム

マイクロジェット・
クライオトラップ

EGA-MS装置構成 :分離カラムは使用しません。短くて内径の細い不活性化チューブ (2.5 m X 0.15 mm id) 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ちます。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。カラム交換時に 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。熱脱着は加熱炉の温度を昇温します。加熱炉を

100 から 300 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使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。
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Py-GC/MS
システム構成

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-MS、シングルショット、ダブルショッ

ト、ハートカットのいずれかの手法で自動的に分析でき、多検体処理
の効率化が図れます。

2. キャリヤーガス切り換え装置 (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換えができます。

47

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)

2. キャリヤーガス切り換え装置 (CGS-1050Ex)

マルチショット・パイロライザー (EGA/PY-3030D)

試料カップ

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

FRONTIER LAB

https://www.frontier-lab.com/assets/file/catalogue/AS-1020E_J.pdf
https://www.frontier-lab.com/assets/file/catalogue/CGS-1050Ex_J.pdf
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マルチショット・パイロライザー
(EGA/PY-3030D)

詳細はリンクからご確認いただけます。

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

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。

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。

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。

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、および高い耐汚染性を備えています。

どの温度ゾーンもハートカットし、
GC/MS分析ができます。

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

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)

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 チューブを交換できま
す。

分離カラムまたは EGA 

チューブ

Vent-Free 抵抗管

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。

クロマトグラムとマススペクトル検索の結果

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
マーの評価ができます。

光ファイバー

光ファイバー
保護管

サンプル

ベント開口部
横穴エコカップ

https://www.frontier-lab.com/assets/file/catalogue/Vent-free_J_200303_011202.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
https://www.frontier-lab.com/assets/file/catalogue/UV-1047Xe_J.pdf
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Connect with us!

拠点
日本 (本社、東京ベイ R&D)

中国 (北京)

ヨーロッパ (ドイツ)

インド (バンガロール)

北米 (ヒューストン、テキサス)

ロシア (モスクワ)

東南アジア / オセアニア (シンガポール)

お問い合わせ

フロンティア・ラボ株式会社 （本社）
963-8862

福島県郡山市菜根4-16-20

TEL: 024-935-5100

ビジネスパートナー（販売拠点）
www.frontier-lab.com/jp/support/business-partner/
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