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応用例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Application 
 
 
一対のヘッド スペースモジュールを用いた選択的な硫化水素分析計による硫黄中の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　揮発性硫化水素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さを性The determination of volatile hydrogen sulfide (H2S) in elementary sulfur by using a 
揮発性硫化水素分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Headspace module coupled with a selective H2S-Analyzer 
 
 
 

原理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Main principle 
 
 
硫化水素を含んだ固形サンプル(例えば、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スラッジThe content of hydrogen sulfur in solid 
スラッジや炭化水素化合物)はガス抽出法と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るff

硫化水素に特異的に選択性のあるセンサーと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特異なsamples (for example sludge and bitumen)  
一対で分析されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　is determined by coupling a gas  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　extraction method with a H2S -selective  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sensor.  
 
固形サンプルは恒温中の新型外部密封型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘッドスペース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のSolid samples are measured by isothermal 
ヘッド スペース モジュールで測定されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　heating in a closed Headspace-vial in the  
このヘッド スペース モジュールは恒温槽、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漢音このnew external Headspace module.  
20ml バィアル、ガス流路のバィパスを含めた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　....The external Headspace module consists of a  
バルブ システムと温度調整範囲30-250℃の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　温度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　heating oven, suitable for 20 ml vials, a valve  
温度コントローラからなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　system including a bypass gas way and a 
                                                                                                                   temperature controller unit for a temperature 
サンプルをバィアルに入れます。(最大、約20g)                                                                               。るね)はrange of 30-250 °C. The sample is to weight  
バィアルはセプタム付きのフタで密封します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豚無into the vial (max. approx. 20 g).  
バィアルを恒温槽の中にセットし前調整(1-2分)後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　....The sample vial is to close with a septum cap. 
に硫化水素分析計のガスはセンサーのみに移送　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　After positioning the vial into the oven and 
されます。(Fig.2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　after a preconditioning time (1-2 min) the gas  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　flow of the H2S-Analyzer is transferring the 
測定サンプルは分析装置のどの部分にも接触なく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　volatile H2S into the sensor unit (Fig. 2), only. 
移送します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.........................The sample matrix is not in contact with  
バィアルは測定後取り外すことや、洗浄すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　any parts of the analytical system. The vial  
ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　can be removed or cleaned after the analysis,  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　respectively. 
この装置は多くの多岐にわたるアプリケーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The system can be used for a large variety of  
に用いることができますが、ここでは硫黄中の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　applications. In this paper is described  
揮発性硫化水素分析に関する記述だけにしており　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ますthe determination of volatile H2S in  
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　elementary sulfur. 
 
分析装置はモジュールからなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The system consists of modules. 
ユーザーは異なった種類の硫化水素の含まれた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The customers can choice and use different  
サンプルの測定のために必要なコンポーネントの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　components for measuring different kinds  
選択ができます。(Fig.1)                                                                                                                                            of H2S-containing samples (Fig. 1).  
廃水のような液体サンプルは酸性化手法で測定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とLiquid samples like waste water can be  
することができます。　この測定はオートサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プラー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　determined by an acidification and stripping  
プラ―ラックに40サンプルを装填して測定する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　process. This application is automatable for 
ことができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40 samples on an autosampler rack.  
油の測定はサンプルを希釈し加温する必要が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For measuring oil samples the samples can  
あります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　be diluted and heated.  
ガスサンプルはシリンジで直接注入します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gas samples can be dosed by a syringe directly. he H2S-sensor is easy-to-use and high sensitive.  
H2S-センサーは使い易く高感度センサーです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測定時間はH2Sの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The measurement time depends on H2S-content  
測定時間はH2Sの内容によりますが2分-約15分です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of the sample (2 to approx. 15 min). 

 
gas-washing system 

air 

pump 

gas extraction 

detector 

outlet air 

sample 

Fig. 2:  H2S 測定の原理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　...Principle of determination of H2S 

Fig. 1:  H2S-分析計、ヘッドスペースモジュール付/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月Analyzer with headspace module  
液体サンプルのオートサンプラー付き。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、and Autosampler for liquids – laboratory version 
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ソフトウェア-と結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Software and Results 
 
 
下図は(Fig.3)固形元素硫黄サンプルの分析です。図は短時間で揮発性硫化水素の実際の抽出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る志っ中執The following example (Fig. 3), an analysis of a solid elementary sulfur sample, shows 
が終了していることを示しています。図4(Fig.4)は小さな粒子のH2Sの再現性分析です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債務原生that the effective extraction of the volatile H2S is finished in a short time. Fig. 4 shows 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the reproducibility of determination of H2S in the compact solid samples.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図. 3: H2S-分析計による揮発性H2S分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Determination of volatile H2S with the H2S-Analyzer 
 
 
 
装置の直線性測定レンジは0.01-1000mg/kg                                                                             The linear measuring range of the device 
(ppm)です。このレンジは注入するサンプル量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　is 0.01 - 1000 mg/kg (ppm). This range  
により拡大することができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　can be expanded by variation of dosing  
(サンプル量10μl-20ml)                                                                                                                                                                     sample volume from 10 µl up to 20 ml (g).  
サンプル量5-15gをヘッドスペースバイアル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GggAs to be seen in the results, a sample  
に充填します(図.5)このような手法は高感度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のamount of 5-15 g is filled in the  
の結果を得られます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　headspace vials (Fig 5).  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　So the very high sensitivity for this kind of 
温度120℃は硫黄粉末が完全に融解する温度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　...samples is reached. The big sample amount 
です。そしてH2S-ガスは迅速に放出されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h2sguarantees a representative sampling.  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘッドスペースThe heating temperature of 120 °C 
ヘッドスペースの中のサンプルの予熱時間は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　leads to a complete melting of the  
２分です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sulfur powder. So the H2S-gas can be 
分析に要する時間は5分です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　released quickly.  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The preheating time of the sample  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in the headspace oven is 2 min. 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Complete analysis needs 5 min. 
 
このシステムは多年にわたる原油の固形サンプや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むサンプルThe system is based on many  
ルや揮発性H2Sの分析の経験に基ずいて製作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄years’ experiences in determination of 
されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　water in solid samples and  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　determination of volatile H2S from  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　crude oil, too.  
 
 
 

Elementary sulfur 

sample 

Weight  

(g) 

Volatile H2S 

 

Concentration  

(mg/kg  =  ppm) 

15 0,038 

15 0,032 

15 0,033 

7,5 0,029 

図. 5: バィアル内の溶解後の硫黄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ample of sulfur after melting in the vial 

図. 4: 硫黄中のH2S-分析の高い再現性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　High reproducibility of H2S-determination in elementary 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sulfur 
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計算ユニット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Formula generator 
異なる種類のH2Sの慣習的な測定結果の計算式は計算ユニットの中に準備されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For measurement of H2S in different kind of samples a custom specific result in form of 
異なる計算式の測定結果は計算ユニットに表記されます。この中には溶媒のブランク値、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　異なる計算式の結果を野間a formula could be prepared over an including formula generator. The result can be 
又はその他の要因が含まれます。　そして分析精度は向上します。(Fig.6)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　described in different calculation results and contains blank values of solvent or other 
                                                                                                                                    parameters. So the analytical accuracy is increased (Fig. 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図. 6: 測定結果の計算ユニット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　formula generator for calculation of results 
 
 

手順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Procedure 
 
 
H2S-分析計を用いた硫黄中の揮発性硫化水素分析は迅速に簡便に行えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さThe determination of volatile hydrogen sulfide in elementary sulfur by means of the 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H2S-Analyzer is rapid and easy to carry out.  
サンプルをヘッドスペースバイアルに充填します(最大.約.20g)そして、セプタム付き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The sample is to weigh into the headspace vial (max. approx. 20 g) and to close with a 
フタで密封します。バァィアルを加温槽(120℃)にセットした後、約2分後にH2Sの測定が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めっぶうseptum cap. After positioning the vial into the oven (120 °C) and after a preconditioning 
スタートします。　(Fig.7)                                                                                                                               とtime (2 min) the H2S analysis starts (Fig. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          図. 7: 測定手順:左:サンプルの加温.                 右:抽出ガスの分析装置への注入.                                            る感音measuring procedure: left: heating of the sample; right: dosing of the extracted gas into the analyzer 
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結論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Conclusion 
 
 
固形物硫黄中のH2Sは容易に分析可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f

サンプル量によりますが、10ppb以下の濃度のH2Sは検出可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-The H2S-content in solid elementary sulfur is easy determinable, Concentrations down 
サンプルの前処理は必要ありません。化学物質の消費は極めて僅かです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to 10 ppb are detectable, depending on the sample weight. 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sample preparation is not necessary. The consumption of chemicals is very low. 
水質サンプルはもとより、液体と固体油製品そしてガス状サンプルもH2S-分析計により　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正確に測定可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Water samples, liquid and solid oil products and gases can be determined also exactly 
測定できます。H2Sの迅速な測定法の開発はH2Sの環境中や産業地域からの除去と言う新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葉有on the basis of the H2S-Analyzer. Because of the rapid determination new opportunities 
しい技術のために開発されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　are opened for developing new techniques for elimination of H2S in environmental and 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　industrial applications.  
快適なPC操作のソフトウェアーのH2S分析計は得られた結果の比較や結果の解釈など多くの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うえぁThe comfortable PC-handling software of the H2S-Analyzer allows many possibilities 
可能性を持っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for comparison and for interpretation of the results. 
小型の装置は操作が容易です。実験室での測定が容易です。併せてプロセス測定やオンライン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶんThe compact device is easy to handle, so it can be used easy for laboratory, process 
測定に適します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and online analytical solutions.  
 
 
 
 
 測定技術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測定Measurement technique 
 
 
• H2S-測定器はガス抽出チャンバー付きです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る注視っAnalyzer with gas extraction chamber 
• 外部ヘッドスペースモジュール(図.1.7.8)                                                                                                                                           External Headspace module (Fig 1, 7, 8) 
 
 
オプション:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tha)4 Extension options: 
 
• ガス抽出モジュールのための40サンプルの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るAutosampler for gas extraction module  

オートサンプラー(Fig.1)                                                                                                                                                        with 40 spaces for samples (Fig. 1) 
• 液体油サンプルのための加温モジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Heating module for liquid oil sample 
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Fig. 8: へッドスペースモジュールの立方形H2S-測定器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Analyzer Cubiform with headspace module 
– 小型モデル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　compact version 
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概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Description

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The 
H2S-ANALYZER はガス中や液体中の硫化水素の分析を可能にした唯一の装置です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ市有為creates the opportunity for analysis of hydrogen sulfide in gases and liquids in only one 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　device.

水溶性物質と油工業の全揮発性硫化物の分析は高い効率的な抽出に依り選択的検出法で行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る選知勇質中執中執にThe determination of total volatile sulfides in aqueous solutions and oils works through high efficient gas extraction 
そのために、測定サンプルの干渉物は最少となり、分析は迅速に高い効率で行われます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とlinked with a selective detection method. Thereby, interferences from the sample-matrix will be minimized. The 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　analysis is performed fast and with high efficiency.

サンプルの前処理は必要ありません。そのために、測定の再現性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sample preparation is not required, therefore the reproducibility and the 

と精度は更に増大します。サンプル注入はシリンジを用い手動で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さらにaccuracy enhance additionally. The dosing of the sample can either 

又は、オプションの自動サンプラーを用いて行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　happen manually using syringe or optionally using an automated 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　autosampler. 

 

分析例です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　example of analysis

H2S



応用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Applications

•	 下水分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sewage	analysis
•		 ごみ埋立地の浸透水のモニタリング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Monitoring	of	landfill-leachate
•		 炭化水素混合物中のH2S、ガソリン、灯油、鉱油、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 in hydrocarbon mixtures e.g. gasoline, kerosene, 
 ディーゼルオイル、変圧器オイルそして重油などです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　diesel oil, mineral oil, transformer oil, heavy oil
•		 環境の応用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Environmental	applications
•		 ガス分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gas	analysis
•		　　薬品の技術研究と調査(保存の安定性)                                                                        ギュInvestigation	of	technical	and	pharmaceutical	products	
                                                                                                             (e.g. storage stability)
•		 品質管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Quality	management

原理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Principle

•	 サンプル注入はシリンジ又は自動サンプラーで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をDosing	of	the	sample	via	syringe	or	autosampler	in	the	
 行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gas extracting vessel
•	 サンプルに自動的に酸が加えられた後、サンプル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fast	release	of	the	gas	out	of	the	sample	after	automatic		
 からガスは急速に放出されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　addition of the acid
•	 ガスは自動的に電気化学センサーへ移送されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にAutomatic	transfer	of	the	gas	onto	the	electrochemical			
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sensor
•	 測定は自動的にグラフ表記されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Automatic	integration	of	the	measurement	graph	
•	 結果はppm 又はmg 又は客先のご要望により公式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Results	in	parts	per	million	(ppm),	milligrams	(mg)	or,	
 に基ずいた単位設定ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄手if requested, in customer specific units by using a 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　formula creator

代表的な測定例-自動ピーク分析/説明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　typical measurement - automatic peak analysis / interpretation複数測定のデータ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　table of results of a multi measurement

ガス抽出と乾燥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gasextraction	with	drying

概略図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らゃくずfunctional schematic

Pump

Air

Gasextractor

Sample

Gas-washing-
system

Gas outlet

Gas sensor



•	 高精度の電気化学センサーにより、再現性良く、高感度分析ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Electrochemical sensor for precise, reproducible and sensitive micro-analysis
•	 サンプルから硫化水素を完全に分離します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Complete	separation	of	H2S from the sample
•	 全自動分析装置。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fully	automated	analytical	procedure
•	 オリジナルサンプルの分析です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Analysis	of	the	original	sample
•	 サンプルの前処理は要りません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No	sample	preparation
•	 みなさん自身の測定法で装置を操作します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Definition	of	own	methods	for	device	control
•	 キャリブレーションは簡単です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Simple	calibration
•	 サンプル注入は手動又はオプションの全自動注入装置です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dosing	manually	or	optional	fully	automatic	
•	 間接法による高感度検出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りMinimized	cross	sensitivity	through	the	indirect	method
•	 ガス抽出技術によるサンプルからH2Sの分離と急速な放出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gas	extracting	technique	for	a	fast	release	and	separation	of	H2S 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　from the sample
•	 堅牢なシステムで早い測定時間(40サンプル/1時間)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Robust	and	fast	analysis	(up	to	40	measurements	per	hour)
•	 ソフトウェアー:簡単、明解さそして直観的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箸刊Software:	simple,	clear,	intuitive

designed by five-senses.de

測定レンジ:                          0.01-10.000ppm                                                         |\\Measuring	range:	 	 	 	 	 0.01	–	10.000	ppm
分解能:                              0.1μg abs.,直線出力信号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Resolution:	 	 	 	 	 	 0.1	µg abs., output signal linear
測定時間:                            1-15分(サンプルにより異なります)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Typical	duration:	 	 	 	 	 1	–	15	Min	(dependent	on	the	sample)
サンプル量:                          0.01-20ml                                                        Sample	volume:	 	 	 	 	 0.01	–	20ml
測定槽の温度:                        最大.150℃.個々に調整が出来ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るOven	temperature:	 	 	 	 	 max.	150°C,	optional,	individually	adjustable
ガス 流量:                           ～50L/時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電源:                                115-230V,50/60Hz                                                  00l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　~^Gas	flow:	 	 	 	 	 	 up	to	50	l/h電　　　　　　　　　　Power	supply:	 	 	 	 	 115-230V,	50-60	Hz
入力:                                100W                                                      Power	input:	 	 	 	 	 	 100W
寸法(WxDxH):                         430x350x140mm                                                       Dimensions	(width	x	depth	x	height):		 	 430	x	350	x	140	mm
重さ:                                2kg                                                                  6mxWeight:	 	 	 	 	 	 2	kg

特長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い徴Advantages

仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Specifications

Device version for on-site-applications

                                                                                               We are here for yor 私共は皆さんのために0We	are	here	for	you

株式会社センコム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ECH	Elektrochemie	Halle	GmbH
110-0016                              We are here for you                                                                    Weinbergweg	23
東京都台東区台東4-1-9                                                                                       s4g)sD-06120	Halle	(Saale)
Tel:					03-3839-6321                                                                                                                      +49	-	345	-	55	83	-	711
Fax:			03-3839-6324                                                                                +49	-	345	-	55	83	-	710
E-mail:		 info@senkom.com                                                                                         ech.de
URL:http://www.senkom.com                                                                                            ech.de

EECHCH



製品の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Product description

固形サンプルや高い粘性のサンプル中の揮発性硫化水素
の測定は硫化水素測定器とヘッドスペースモジュールを
組み合わせて用いることにより容易に測定できます。
このモジュールは全てのH2S測定器に適用されます。
 
固形サンプルは恒温槽内の密封ヘッドスペースバィアル
を用いて測定されます。恒温槽の温度はサンプルにより
必要な温度に調整します。揮発性H2Sはガスによりセンサ
ー部に運ばれます。H2S濃度10ppbまではサンプル重量に
依存します。サンプルは前処理や化学的な追加手法は
必要ありません。
 
より早い測定結果を得るために、実験室や現場で
測定できる小型H2S測定器が登場しました。
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The determination of volatile hydrogen sulfide (H S) in solid 2

 

特徴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Advantages

・使い易くコンパクトなモジュール。

・H2S-分析のアプリケーションの拡大を可能に。

・H2S分析計と容易な併用。

・固形物、液体中、ガス状中のH2S分析の拡大モジュール。

・化学物質の消費は極めて少量です。

・固形物の測定には前処理は必要ありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そくていは 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!使いC

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ompact and easy to use module

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Extension of application areas of the H2S-Analyzer

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Simple coupling with the H2S-Analyzer 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Extension module for universal determination of H S 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in solid, liquid and gaseous samples

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Very low consumption of chemicals

ヘッドスペースモジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Headspace Module
for the determination of H S in solid samples2

H2S
ANALYZER

アプリケーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Applications
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　! solid samples, e. g. elementary sulfur, sludge and bitumen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　! liquid samples such as sewage water with sludge

ヘッドスペースモジュールとH2S測定器を併せて用いる

ことにより、H2Sの異なる種類も測定できます。

固形サンプル、硫黄元素、スラッジそして炭化水素化合物

などの測定ができます。

・汚泥と排水の液体サンプル、粘性の高い油サンプル。

・排水や土壌サンプル。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!highly viscous oil samples

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　! soil samples and waste

! Measurement of solid samples without sample 

preparation

H S-concentrations down to 10 ppb are detectable 2

depending on sample weight

!

! Short measurement time 



仕様
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Specifications

詳細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Details

・ガス抽出技術によるサンプルからH2Sの迅速な分離と放出。 

 

 

。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る中質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!Gas extracting technique for a fast release and separation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of H S from the sample2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　! Sample matrix in closed 20 ml vials - no contact with any parts of 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the analytical system

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　! Temperature control unit for a range between 30 °C and 250 °C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　! Measurement time between 2 min and approx. 15 min depending 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　on H S-content of the sample2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　! Double needle system for gas transfer

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　! Bypass switching for continuous gas flow

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　! Hand-operated and robust mechanical system

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ECH Elektrochemie Halle GmbH

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Weinbergweg 23

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D-06120 Halle

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Germany

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel.:         +49 345 5583-711

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fax:         +49 345 5583-710

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-Mail:    info@ech.de

Internet: www.ech.de

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　We are here for you

Sample type:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sample volume:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Oven temperature range:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Temperature resolution:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Heating oven:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Power supply:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Power input:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dimensions:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Weight:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　solid, liquid, viscous and ga　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　seous

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.01 ... 20 ml (g)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30 ... 250 °C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1 °C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　isotherm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　230 V

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100 W

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13 x 27 x 29 cm (W x H x D)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 kg

Determination of volatile H S from bitumen using the H2S-Analyzer2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Different kinds of H S-containing samples 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Application: H2S-Analyzer coupled with headspace module 

モ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for solids and autosampler for liquids - laboratory version

・密封の20mlバィアル中のサンプルは分析計のどの部分とも接触なく移送します。
・温度コントロールは30℃から250℃です。
・測定時間は約2分から15分です。H2Sの内容により異なります。
・ガス移送は2本のニードルにより行います。
・連続ガス流路はバイパスの切り替えにより行われます。
・手動操作と強固なシステムです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンプル 

詳細

・ガス抽出技術でサンプルからH2Sを分離/迅速に放出します。

 

 
 

・密封20mlバィアル中のサンプルは分析装置のどの部分とも接触しません。
・温度コントロールは30℃から250℃です。
・測定時間は約2分から15分です。H2Sの内容により異なります。

 
 　　　

 

・ガス移送は2本のニードルシステムで行います。
・連続ガスフローはバイパス切り換えで行います。

 
 
 

・手動操作で機械的に強固なシステムです。

・サンプルの種類　　　固型、液体、高粘度及びガス状。
・サンプル量　　　　　0.01～20ml(g)
・恒温槽温度　　　　　30～250℃
・温度精度　　　　　　0.1℃
・加温槽　　　　　　　一定温度
・電源　　　　　　　　230V/100W
・寸法　　　　　　　　13×27×29cm (W×H×D)
・重量　　　　　　　　5kg 
 

H2S分析計による揮発性H2Sの分析例 H2S分析計に固形サンプル用ヘッドスペースと液体サンプル
用のオートサンプラーのアプリケーション

異なる種類のH2Sサンプル

御連絡は下記輸入代理店へ

〒110-0016
東京都台東区台東4-1-9
株式会社センコム
TEL:03-3839-6321
FAX:03-3839-6324
www.senkom.com
info@senkom.com 
 


