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View
・全てのファクターがひと目で見れる、大型液晶カラー画面（5．7inCh）
・研究室に似合う落ち着いたデザイン
・データシステムは直感的で使いやすい表示で、G⊂コントロールとデータ解析が可能

Verification
・高速通信を可能とするLAN接続
・すべての機種に高性能AP⊂搭載
一圧力と流量の高精度コントロールは、さらなる信頼できる結果を導きます。
－温度と圧力の設定に対して、自動的に補正します。
－Pressuresetpointincrement：0．01psi／Pressurestability：±0．001psi（inconstantpressure）

－4coIumnflowcontrolmodes：Constantpressure／Constantfl0W，

Programmedpressure（5steps）／Programmedf10W（5steps）

－オーブン温度の変更に対して、変動を吸収し、安定を早める設計です。
－6台のAP⊂が搭載でき、合計18種類のガスを制御します。

・カラムオーブンの高性能化
－ProgrammlngramP／plateaus：25／26

－Thermalstability：±0．0lOC

Variety
・搭載可能な注入口と検出器：最大各3台
・注入口の種類

－Capi＝arylnlet（Split／Splitlesslnlet）

－Packedlnlet

－On－Columnlnlet（Temperatureprogrammingupto5steps）

・検出器の種類
－Flamel0nizationDetector（FID）

－ThermalConductivityDetector（TCD）

－Micro－ThermaIConductivityDetector（LJTCD）

－NitrogenPhosphorusDetector（NPD）

－FlamePhotometricDetector（FPD）

－PulsedDischargeDetector（PDD）

－PulsedFlamePhotometricDetector（PFPD）

Value
・高性能オートサンプラ一により、分析者の貴重な時間を節約
・カラムコンディショニングの改善

自動的にスプリット流量を5mUminに制御
・水素のリークを高感度検出
・過昇温によるオーブン故障の防止
・操作中オープンドアを開くと自動停止

『‡三十 弓

ニー■＿－　‾‾‾‾「



●Exceptiona＝ミeproducibiHty

圧力と流量の微小変動に対する追従性を保持した高性能AP⊂が、正確な結果と卓越した再現性を保証します。
下の表と図は、11回の繰り返し精度を表した、表と重ね書きのクロマトグラムです。

1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9　　10　　11

RT（min）ofPeak1　2．45412．4538　2．4519　2．45312．4526　2．4544　2．45312．4525　2．4542　2．45312．4525

RSD（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．0334

RT（min）ofPeak2　　3．9576　3．9569　3．9565　3．9579　3．9559　3．957　3．9572　3．9555　3．9582　3．95713．9576

RSD（％） 0．0207

●TheUltimateinGasChromatography

オーブン温度、圧力、流量をプログラムすることで、
分析時間の短縮やサンプルの分解、損失を防ぐことが
できます。
さらに、0．01分毎に設定可能な切り替えバルブの即効

性と正確さは、1本のカラムでは分離できない多成分
サンプルの分析や、ピーク面積値をロスすることなく、
バックフラッシュによリ1台の検出器で測定すること

などが可能です。
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AnaIysISCOndition
－Co山mn．HP－1，30mxO53mm

TCEPLJ－PaCkedcolumn．56cmxl／16日

－lnJeCtOr．2300C

－Columnflow：3．5ml／mIn，Sp‖trat10　201

－Oven，600C（6．8mIn）→80⊂／mln→1200⊂（10mIn）

－FH〕：2500C

－1stcoIumnswItChlngtlme（backfIush）：0．23min

－2ndcoIumnswltChlngtIme：665min
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ガスクロマトグラフィーにおけるYL社の蓄積した経験と、お客様にご満足いただける絶え間ない努力
が、様々な専用アプリケーションに対して、ワンストップソリューションの提供を可能としています。
お客様は、何を分析するかを知らせるだけで、サンプルを分析するのに必要な、あらゆる分野の唯一の
組み合わせがすぐに、高いコストパフォーマンスで構成することが可能です。

Whyisitcalled“dedicatedapplications”？

Weprovidea”youneed

一最適に構成されたG⊂（注入口、検出器、切り替えバルブ、メタナイザーなど）
一最適な試料前処理システム／アクセサリー
ー標準溶液
－メソッドの保存が可能なクロマトデータシステム
ー分析用カラム
ーアクセサリー（トラップ管、シリンジなど）

－関連するアプリケーション

●　ResidualSoIventAnalyslS

医薬品の製造に使用されたり、食品や医薬品の包装
材料の印刷に使用されるインクに由来する有機残留溶
媒は、摂取した場合、健康に有害であることが知られ
ています。YL社の残留溶媒分析システムは、正確か
つ効率的に検出して、残留溶媒を定量する事ができま
す。

●VOCAnalysIS

YL社のVOC分析システムは、正確にVO⊂の存在を調
べ、それらの濃度を測定します。これは、試験を行う
上での詳細な手順やプロトコルを通して分析を行う為
に必要な全ての試薬や機器を提供します。これらのプ
ロトコルは米国EPAメソッドに承認され、完全に準拠
しています。

●PyrolysisGCAnalysIS

YL社熱分解G〔システムは、ナイロン、ワックス、塗

料、フイルム、木材、プラスチック製品など非揮発
性、難溶性高分子に見られる成分の情報を獲得する為
の高度なシステムです。
目的物質やサンプルは、個々の成分に分解される為に
加熟され、GCシステムによって分離され、定量きれま
す。

●　NaturalGasAnalysIS

天然ガスの分析は、低レベルの酸素（3％）や分析
結果に必要のない⊂4以上の成分や異性体を含んでいる
為、非常に複雑な設定を必要とします。YL社の天然ガ
ス分析システムは、不要成分を追い出し、時間制御
で、必要な成分を適切なカラムと検出器に導入する為
の正確なバルブ切替機構を持っています。

●TOGA（TransformerO‖GasAnalysis）

変圧器内の絶縁油は、危険な状況において、絶縁油
の効果を減少させる可燃性ガスが放出されることが知
られています。
YL社TOGAシステムは、変圧器の絶縁油中の可燃性

ガスの生成を効率的に正確にモニターする最先端のシ
ステムです。このようなモニタリングは、事故を防ぐ
だけでなく、絶縁油が、最適な条件の下で機能してい
ることを確認することにも役立ちます。

●　B800dAIcoho9ConcentrationAnalysIS

血流におけるアルコールの量は、BloodAkhoILevel

（BAL）と呼ばれています。
それは100mlの血液中のアルコールmgをmg％とし

てあらわします。
YL社血中アルコール濃度分析システムは、ヘッドス

ペースGCシステムを用いて、飲酒犯罪に関連して容疑

者の血液中のアルコール濃度を知る為の最適なシステ
ムです。

誰かが不自然に、例えばメチルアルコールなどのア
ルコールが原因で死亡したときは、検査官はアルコー
ルを識別し、メチルアルコールまたは、血液や尿から
検出された他の副生成物の濃度を定量します。

●　RefineryGasAnaIysis

製油所ガスは、様々な油種に原油を処理する際の製
油過程で発生するガスの混合物です。検証されず放出
された場合、その中のいくつかの成分や化学物質は、
潜在的に環境に悪影響を与える為、製油所ガス分析
は、環境分野で非常に重要な課題に成ってきていま
す。最大3個の検出器と、3個の注入口を装備できるこ
とで、YL社の製油所ガス分析システムは、複雑で困難
な製油所のガスを分析する為に必要とされる適切な検
出器と同様に、いくつかのカラムや、スウィッチング
バルブ及びサンプリングバルブを構成することができ
ます。
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各検出器用に、新しく設計された精巧な電子ボードは、ノイズレベルを従来のYL社の検出器よりも2～
5倍低減することを可能にしました。加えて、特に強化された電子回路は、微量レベルのサンプルデー
タ処理の改善を目的に、弱い信号も検出可能になるように改良されています。

●FlamelonizationDetector（FID）

水素炎イオン化検出器は、カラムから出てきたサン
プルが水素と空気により、燃焼されたときに生成され
るイオンの量を測定します。そこで、この方法は、水

素／空気炎によりイオン化されるほとんどの有機化合物
を検出する為に使用されます。7桁のリニアーダイナ
ミックレンジと、設定温度で、自動的に開始すること
ができる自動点火機能を持っています。さらに、高導
電性を持つ単線のインターコネクターは、感度を最大
にする為に、非常に安定した信号を増幅回路に伝える
工夫がされています。

●ThermalConductivityDetector（TCD）

熱伝導度検出器は、キャリアーガスと熟伝導度の差
を持つすべての化合物を検出することができる普遍的
な検出器として定評があります。キャリアーガスに
は、サンプルの熱伝導度から大きな差異の熱伝導度を

持つ、ヘリウムを使用することをお勧めします。強い
熱伝導度による衝撃に対しても、特に安定させたノイ
ズレベルの低減化と同様に、特筆すべきベースライン

安定性をもたらしています。また、YL独自のフィラメ
ント保護回路は、実質的にメンテナンスを低減しま
す。

●Micro－ThermalConductivityDetector

伸一TCD）

マイクロ熱伝導度検出器は、通常のT⊂Dと同じ原理

ですが、感度を飛躍的に向上させる為、非常に小さ
なセルの構造になっています。検出器は片側を補償
回路とした2つの独立したニッケル／鉄フィラメント
で構成されています。

セル容量及び形状は、低流量でのキヤビラリーク
ロマトグラフィーと、高感度化の為に、設計されて
います。推奨総流量は、2～10mト／minです。

熟安定性は、±0．020⊂に維持され、安定したノイズ
のない信号を提供します。
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AnalysLSCOndition
－CoIumn：Innowax，30mxO．32mmxO，5um

－Oven：1000C（5min）→40C／min→2400C（10min）

－lnJeCtOr：2500C

－Detector：2800C

5　　　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　　　　15

AnalysisCondition
－CoIumn：CarboxenlO00，1／8”，15ft，60／80mesh

－Oven：350C（5min）→100C／min→2250C（5mln）

－Carriergas：He，25ml／mln

－呵ector：1200C

－Detector：TCD（1200C），Sens6

－lnJeCtionVolume：1ml

20lm叫



●PulsedDischargeDetector（PDD）

パルス放電光イオン検出器は、ハロゲン化合物を微量レベルで分析します。
PDD検出器には、2種類の異なったモードがあります。1つはPDE⊂Dです。そしてもう1つは、PDHID

です。PDE〔Dは、フロンや塩素系殺虫剤、およびその他のハロゲン化合物などの高い電子親和性化合物
をモニタリングするための選択的検出器です。このタイプの化合物では、最小検出量（MDQ）は、フエ
ントグラム（10－15）又はピコグラム（10－12）レベルです。このPDD検出器は、従来のECD検出器に匹敵

する感度と、応答精度を持ち、4000⊂までの温度で動作させることができます。PDHIDは、普遍的な非破

壊の高感度検出器です。無機や有機の両方の化合物への応答は、広範囲にわたって直線的です。
特定のガスへの応答性は、低ppbレベルにおいて、MDQを持ち、応答はプラス方向です。

●NitrogenPhosphorousDetector（NPDき

窒素リン検出器は、窒素やリンを含む化合物へ
の強い応答性を持つ特異的検出器です。検出器
は、加熱アルカリ源の存在下で、分析対象物をイ
オン化します。

●　Pulsed Fiame PhotometricDetector

（PFPD）

パルス炎光光度検出器は、選択的に硫黄やリン
を含む化合物を分析しますが、従来のFPDに比べ
て、10倍以上の高い感度と、選択性を提供しま
す。

また、メンテナンスの低減のため、検出器の安
定性を確保できる低いガス消費量となっていま
す。

12　lmln】

1．0－BHC

3．β－BHC

5．8－BHC

7．Heptachiorepoxide

9．4，42－DDE

ll．Endnn

13．Endosulbnll

15．Endrinaldehyde

2．V－BHC

4．Heptachior

6．Aldrjn

8．Endosulbn1

10．Dleldrin

12．4，42－DDD

14．4，42－DDT

16．EndosuJfansulfate

AnalysISCOndition
－CoIumn：HP－608，30mmxO．53mmxO．51」m

－Oventemp：1000C（2min）→12cc／min→2800C

－Detector：PDECD，D－2，3000C

－Carrier：Helium，8ml／mln

－lnJeCtOr■1LJl，SPIit15：1，2800C

●　．二・‥し　‾・：‥　　　　　・　　　し　　一

炎光光度検出器は、サンプルが分析カラムから
出て、水素炎に入るという点では、FIDに似ていま
す。しかし、FPDは炎で、発光される化合物から
放出される光のスペクトルを分析し、選択的に硫
黄やリンを含有する物質を検出します。
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YL社HT3000Aシリーズオートサンプラーは、面倒で、時間のかかる手動の注入操作をなくします。最

大209サンプル（HT3200A）の自動化された分析と、研究室の効率化を可能とします。そして、故障のな
い、簡単な設定で高い信頼性を与えます。

●HT3000ASeriesAutosampler

HT3000Aシリーズオートサンプラーは、効率性の向上と、低

コストで高精度かつ簡単な操作での分析を可能としています。

サンプルに依存する注入速度の制御は、サンプルの分解を減ら

す為に、速い注入で、そして高い粘性のサンプルには、遅い注

入をすることで、データの再現性を向上させています。

Jj「・三．言lrl＿冊・二

・内部標準サンプルの設定可能

・可変注入速度と気泡除去により、サンプルの広範囲の粘性に

対して使用可能
・小さな設置面積で、簡単な使用法：本体のタッチパッド又は

P⊂による制御が可能

特に、0．99999の直線性能（面積／濃度）を持った卓越した性能

ReproducibifityinRetentionTime（く0．05％）with6000series

autosampler

了‾▲l‾■‾　‾、‾‾l▼l■‾‾‾　　…‾‾‾■　’、．、l■■　‾‾・、l‾▲■‾　’・．、、‾‾‾　　‾

≡　　　　　　　C14　　　C15　　　C16

1．382　1　1．677

●EconomicalSolutionAutosampler，HT3100A

HT3100Aは、HT3000Aシリーズオートサンプラーの中でもっ

とも安価なオートサンプラーです。このバージョンは、15本の
サンプルバイアルを保持し、本体のキーパッドのみでコントロ
ールします。

但し、セットアップ、サービス、メソッドやシーケンスの編

集には、P⊂を必要とします。
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●StaticHeadspaceAutosampler，HT200H

G⊂．G⊂－MSで使用可能なHT200日は、飲料水、廃水、土壌（EPA5021）、

産業廃棄物などの分析に有用です。HT200Hは、配管やデッドボリュー
ム及びサンプルなどへの吸着を起こさない機構です。この注入機構は、

設定された温度で、渦状に撹拝された6個の恒温糟にバイアルを導入す
る方式です。加熟されたシリンジがヘッドスペースバイアルからサン
プルを抜き取り、G⊂へ直接導入します。

帖aSunngVa山も（mgL

Measu血gvahJel】

Measu血gvalue2‡

Ethanol！∩－Propanol■i－PropanoI Ethylacetate Toluene

0・248510扇面「　0．糾131二重麺
0．2443】0．0821】0朋05　ミ　0．4637¶礁忘u血gvalue3】0．247010．0830
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0．糾10　2　0．4691

Measu輌呵垂□二0．2486】0．0835】＝垂垂亘コ【▼【▼而
＿　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　‾‾　‾　　　　　　　　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　l

二笠置二二「二重TW扇面丁頂一一一一一十一藤一「一等1
0．2471　　　0．0831　　　0．0410　　　0．4691　　　　　　　ト

●Headspace，LiquidandSPMEAutosampler，HT280T

HT280Tは、スタテックヘッドスペース分析と液体サンプル注入及び

SPME（SolidPhaseMiCrOExtra⊂tion）を一体化したシステムです。これは、

分析の自由度を高めると共に、時間と費用を減らすことができます。

●GC，G⊂／MS前処理装置　加熱着脱装置TD－4」

■操作の理論

サーマルデソープション・ユニットは、

あらゆるGCのインジェクションポート

上に設置でき、揮発性、半揮発性サン
プルをGCインジェクションポートから
カラムへ直接デソープできます。サン
プルによって汚染されやすい導入流路
を最短にすることにより、サンプルを
最適な状態（最大感度を持つ状態）で
G⊂に送ることが出来るので、この新し
いシステムはこれまでのデソープショ
ンシステムより優れています．サンプ
ルはTenaxTAや活性炭のような吸着剤

が充填されているガラスライニングス
テンレスチューブ（GLT）デソープ
ションチューブに集められたり、別の

方法としてサンプルを直接チューブの
中に入れ、サーマルデソープションす
ることが出来ます。分析する際、ニー
ドルをデソープションチューブに取付
けて、ユニットにセットします。
・Manual，AutoSampLerタイプと

L〔02．LN2タイプでの組合せ可能

Thismewtechnique

permils也edirect
thermaldesorption

orvolatilesintothe

GCimjectionpoIl・

i
霊彗苧！

E

StaticHeadspaceALJtOSamPIer，HT200H

ノナ‾

I

…†

上声…
H飽dspa喝LiquidandSPMEAutoSamPl餅，汀円朋汀

監諾叩竺［
01IC0lul¶n

T01¶叩tUr●

PlOg帽mlor

GCOvon
An■lyさl●

C叩l肋叩

C01unln
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Chromatography DataSystem
洗練されたClarity Chromatographydatasystemは、使いや

すく、豊富なデータ処理に加え、全てのYL社クロマトグラフの

完全な制御を提供しています。ソフトウェアーは、21⊂FRPa什

11に準拠しており、全てのWindows05と完全に互換性があり

ます。また、信頼性の高いLANインターフェースを使用するこ

とで、機器制御とデータ処理がシームレスに行うことができま

す。

●21CFRPartllCompliance

Useraccounts

⊂larityは、アクセス権とパスワードを（短い、有効なパラメータ）設定します。

各ユーザーは自分の装置を確認して使用出来ます。

Audittrail

直接クロマトグラムへの操作や、特別なファイルへの操作また選択された項目などが自動的に記録されま

す。

ElectricsIgnature

各クロマトグラムは、電子的に署名することができます。署名の選択は、ユーザー名や署名認可に基づい

ています。

●DataAcquisition

Overlay

Clarityは、実際に、無制限な数のクロマトグラムと計算処理したものを同時に表示できます。例えば、互

いに差し引いたり、条件により変換したクロマトグラムなどが、それに相当します。

Measunng

最大4つの独立した装置の同時データ収集は、各装置において、最大12台の検出器からのデータを取得す

ることができます。

●DataManagement

lntegration

インテグレーションを最適化するために拡張性がありまもベースラインの直接的な描画を通して、グローバル

パラメータや双方向パラメータを入力して、インテグテータパラメータを変更することができますt

Calibration

内部及び外部標準法、ピークのグループ化した検量線や同定しやすくするための基準ピーク法での検量線

作成ができます。

Postrun

⊂larityは、測定終了後に自動的にクロマト表示、印刷、エクスポートをしたり、他のプログラムを起動す

ることができます。

Usercalculatjons

ユーザーは、結果と一覧表を編集することができます。高度な編集機能を使用して、あなた自身の項目

と、独自の計算項目を作成することができます。

㌫d霊詣SuitabiJityTest
NGA NaturalGasAnalysis
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内容積
温度範囲
冷却オプション

還買　上悪霊莞讐ラム

Packedlnlet

14L

室温＋40⊂～4500⊂
－800⊂～4500⊂（液化窒素使用時）

－550⊂～4500〔（液化炭酸ガス使用時）

lO⊂ステップ

25段階／26段
ー最大昇温速度：100℃／min
一最大分析時間　　　9，999min

－温度プログラム：　20メソッド
ー温度安定性　：　±0．010⊂（定温時）、±0．1OC（昇温時）

最高温度　　：　4500⊂
流量設定範囲：0．1～100ml／min

【　一最高温度　　：　4000⊂

capi”aryInlet　　毒　一流量設定範囲　　0．l～400ml／min（N2）

0．1～1000ml／min（He）

スプリットレス時間設定単位：0．01min

最高温度　　：　4500⊂
温度プログラム：　5ステップまで可

Max・mumTemp E MDL

（Split／SpIitJesshllet）

On－Columnlnlet

Flamelonization Detector

ThermalConductivity

Detector

4500⊂

4000⊂

∃　　2・OpgCarbon／se⊂

2．5ng／ml（Standard）

400pg／ml（uTCD）

圧力設定範囲：0．01～100psi

圧力安定性　＜　±0．05psi

温度安定性　＜　±0．10⊂
流量安定性　＜　±0．05ml／min

L　　－温度設定値　＜　10⊂

Flowthrough⊂eH：

4RheniumTTungstenfilaments

FilamentproteCtion

NitrogenPhosphorous 　Detector �400。⊂一‾‾」－」「；3：‡呂岩濫造認諾言re） ���LinearityforN：＞104 LinearityforP＝＞104 

t　FlamePhotometric 　Detector 】 �3000⊂ �＜20pgS／se⊂ ＜0．5pgP／seC ��LinearityforS： ⊂alibration⊂urVeis⊂OmPUIsory LinearityforP：＞105 

PulsedDischargeDetector �【 　4000⊂ �（PDH旧）： －OrganicCOmPOund：lowppb ��（PDHID）：Linearity105 

蒜箭粁●owppm ��（PDE⊂D）：Linearity105 

；・隼豆難字圭や攣攣㌍筆 �� 

HT3000ASeriesAutosampler ���HT3100AAutoinjector 

□TrayCapacity：121～209vialsof2mI ���□TrayCapacity 

□　PreandPost－Wa �ShingSoventPosition ��－Sampllng： �15vials，2m】 

□Airbubbleremovalupt015strokes

□Viscositytimefromlto15secs

E］lnternalstandardtechnique

ロSequencemaximum15steps

□Proglammablesampllngandinjectionspeed

ロInJeCtiondepthprogrammabLe

HT200HStaticHeadspaceAutosampler

lncubationOven：6positions

SyringeSizes：2．5，5ml

TrayCapacity：40vials，100r20ml

Samplln9
・SyringeTemperature：40－1700C

・Pre－fMVoLume：StepsofO．01ml

・PuIIUpStrokes：Upto15strokes

・EquilibriumDelay：Upto60secs

－SamplingVolume：StepsofO．01ml

・Fi”ingSpeed：0．1－100ml／min

lnjeCtion

・SampllngRepeats：Upto15

・lnJeCtionSpeed：0．1－100ml／min

－SampleVoIume：StepsofO．1LJl

－NeedleWashing：Upto15strokes

□lnJeCtion

－lnJeCtionSpeed：0．1～100LJl／sec

－WaitingTime（beforeandafterinject）：0－99secs

HT280THeadspace，Liquid，SPME

田LiquidOperation：Sameas6000 SeriesautosampeIr

□HeadspaceOperation：SameasHT200H

□SPMEOperation

－TrayCapacity：40vials，100r20ml

－OvenTemperature：40－1500C

－ShakerSpeed：320－720rpm
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YL6500GasChromatograph

⑳YL lNSTRUMENT〔C，LTn

YoungLinBldg．，899・6，Hogye－dong，Anyang，431・836，Korea くく草導
TEL：＋82・＋31・428－8700／FAX：＋82－31428・8779Email：eXPOrt＠younglin．com

WWW．ylinstrument．com

YLINSTRUMENT　日本総代理店

LC Sci e n ce
LCSCienCe⊂0．，Ltd

〒632－0086　奈良県天理市庵治町830－16
TEL：0743－64－2860　FAX：0743－64－2867

URL：http：／／www．k－S．⊂0．jp E－mail：Chromat＠k－S．⊂0．jp

■販売代理店

TheseProductsaremanufacturedbyYbungLin

lS09001－CertifiedfacilitYthatisperiodica”y

auditedbythereglSterlngbodytoensurecompllanCe


