
分析の信頼性を高め飛躍的な省力化を可能とする

“ オートショット・サンプラー ” AS-1020E

オートショット・サンプラーを搭載した

多機能パイロライザー・周辺装置とGC/MSとの組合せ例
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熱分解ガスクロマトグラフィー（Py-GC)は、不溶性材料や複合材料

を含むあらゆる形態の高分子材料のキャラクタリゼーションに極め

て有効な分析法です。その応用分野は、高分子化学、品質管理、

犯罪科学、環境化学、エネルギー関連、地圏・水圏・有機地質学、

食品化学など、幅広い分野で利用されています。

オートショットサンプラー：AS-1020Eは、ルーチン分析やこれらの研究

分野に要求される多検体分析の試料導入装置として開発製品化した

ものです。特にフロンティア・ラボ社多機能パイロライザーとの組合せ

により、飛躍的な分析の省力化と信頼性の向上が可能となります。

オートショット・サンプラー：AS-1020Eの特長

AS-1020Eを用いる自動分析の利点

その１：飛躍的な省力化による大幅な費用節約が可能

＊ 48試料の昼夜連続運転ができます

パイログラムの平均測定時間を１時間とすると、48試料の分析には約１週間を要

しますが、分析者は他の業務に従事しながら、オートショット・サンプラーの48時

間昼夜運転で、結果を得ることができます。

＊ 各々の試料について異なる分析モードで分析することで、最適
な分析条件を容易に選択できます。

その２：分析の信頼性に大きく向上

＊ 分析者間のばらつきを最小限にします

分析者間の個人誤差を排除した結果を得ることができます。

＊ 分析結果の信頼性が向上します
同一試料を繰り返して自動分析することにより、試料のばらつきや予期せぬ

データのばらつきを排除して、結果の信頼性を向上させることができます。

＊４種の分析モード：瞬間熱分解・ダブルショット・EGA法・EGAハートカットGC法が可能です

（以下の図は合成ゴムを試料に用いた４種類の分析モードの例です）
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（瞬間熱分解法・ダブルショット法・EGA法・EGAハートカットGC法を実現）

１）瞬間熱分解-GC法（Py-GC)

＜高温で瞬間的に熱分解してGC分析します＞

２）ダブルショット-GC法

＜熱脱着（TD）と瞬間熱分解（PY）の組み合せGC分析します＞

３）EGA法

＜発生ガス分析は簡易な熱重量分析法で、サーモグラムが得られます＞

４）EGAハートカット-GC法

＜サーモグラムの任意の温度区間を選択的にGC分析します＞



高い再現性と、汚染が極めて少ない試料流路システムを構築

流路の汚染テスト例多機能パイロライザーとの組合せで優れた
再現性を保証します

多機能パイロライザーは、自由落下方式の採用により優れた分析の再現性を保証し

ております。オートショット・サンプラーの再現性として、ポリスチレン30μgが入った

48試料を連続分析したパイログラム例を下図に示します。スチレンモノマーに対する

トリマーの面積比の平均値は14.29%で、その再現性（相対標準偏差：CV%）は1.8%で

した。
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可塑剤

分離カラム： Ultra ALLOY-5, 30m x 0.25mm id, 0.25 μｍ

温度： 40℃(3 min.)- 300℃（3min. hold)(10℃/min.).
熱分解温度: 600℃

試料量: 0.5mg

検出器:  FID

Dioctyladipate

Dioctylphthalate

Dioctyl sebacate

多検体の連続分析においては、高沸点熱分解生成物が徐々に蓄積して分析を妨害

することがあります。そこで連続分析による流路の汚染をテストするため、高沸点の可

塑剤を数％以上含むアクリルニトリル‐ブタジエンゴム（ＮＢＲ）を試料として、その

0.5mgを熱分解温度600℃で600回連続測定を行ないました。下図は1回目の測定と

600回の連続測定後のブランク測定（16倍拡大）のパイログラム比較です。その結果、

最高のFID検出器感度でもこれら可塑剤ピークが検出されず、流路汚染が極めて少

ないことがわかります。
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ポリスチレンの繰り返し再現性の分析例

熱分解温度: 530℃

試料量: 30μg, 検出器:  FID

分離カラム： Ultra ALLOY-5, 30m x 0.25mm id, 0.25 μｍ

温度： 70- 320℃(20℃/min.).  
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サンプリングから試料導入および分析後の試料カップ回収まで ＊*＊独創的な試料カップの回収システム＊＊＊

試料カップの導入： 試料は分析毎に下図に示したシーケンシャルに動作するバルブ等を介して, 自動的に熱分解炉に自由落下し、加熱
（熱脱着・瞬間熱分解や昇温加熱）が行われます。加熱を段階的に行うダブルショット法とEGAハートカット法
では、試料カップが下図の室温である待機位置と加熱炉中心部を往復して、プログラムに相応して上下します。

試料カップの回収： 試料カップは分析終了後、パイロライザーとGC注入口の間から導入される加圧キャリヤーガスによる吹き上げ

回収法により容器に回収されます。
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PC制御による快適な操作環境

試料カップは最大48検体の設定が可能で、それらを連続的あるい

はランダムに各種の分析モードを用いて測定することができます。

分析条件の設定は試料名、メソッド、分析モード（Single-Shotや

Double-Shotモード）などを登録して行います。左の図では、分析

が終了した試料カップは緑帯で示され、分析中の試料は赤帯で

示されます。これにより現在の分析状態が一目でわかります。

シーケンステーブルとオートショット・サンプラーの制御画面

オートショット・サンプラーの制御は、ご

使用中のGC制御用PCに専用ソフト

ウェアーをインストールして行います。

左図はオートショット・サンプラー を含

む操作画面を示しています。分析が開

始されると図中のモニター画面に現在

分析中の試料番号が示され、熱分解

からその後の試料カップ回収に至るま

での試料カップとキャリヤーガスの動き

が動的に表示されます。

緊急試料分析のために、割り込み分

析が可能です（これにはGC/MSなど

のソフトウエアーの対応が必要です）。

４

試料番号試料カップの位置表示

オートショット・サンプラー AS-1020Eの仕様

・設置対象装置： フロンティア・ラボ製 EGA/PY-3030D、PY-3030S、
PY-7070S *

・試料カップ回収方法： 加圧キャリヤーガスによる吹き上げ回収法
（吹上げガスは専用ボンベを使用）

・試料カップ数： 最大48個

・試料カップ： 不活性化ステンレス製カップ (内径3.7 mm、高さ8 mm、
肉厚0.15 mm、容積80 μL、試料量は最大約50 mg）

・分析モード： シングルショット法、ダブルショット法、EGA法、

ハートカットEGA法

・オートサンプラーの制御法: 専用ソフトをインストールしたGC、 GC/MS制
御用PCを用いて制御

・設置可能なGC、GC/MS : アジレント社製GC、サーモフィッシャー社製GC、
島津 製作所社製GC、 日本電子社製GC、 その他GC

・寸法: 高さ 310 mm、 横幅 160 mm、 奥行き 187 mm（突起部を除く）、
重量5.3kg

・電源（アース付き)： 100 ∼ 240 VAC、 最大45 W 

* 他の熱分解装置モデルは、お問い合わせください。

お問合せ先：

TT210427

温度コントローラ 熱分解加熱炉

オートショット・サンプラー
AS-1020E

多機能パイロライザー
EGA/PY-3030D

https://www.frontier-lab.com/jp/

