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注入口ライナー技術資料
ガスクロマトグラフィー

ウールの役目
　ライナー内の空間に熱容量を確保して効率的な気化を
促します。　これによって特に沸点の高い成分で効率的な
サンプル導入が可能となります。
　特にスプリット分析では、ライナー内を流れるキャリア
ガスが早いため、サンプルを気化させるために充分な熱が
確保しにくくなります。　スプリット分析時には、ウールは
より重要なファクターとなります。

ウールのデメリット
　ライナー内のウールは、サンプルに含まれるマトリクスや
汚れ(特に不揮発性分)が多い場合に、その汚れの付着や焦げ
を作ってしまいます。　ウールに付いた汚れや焦げは活性点
となり、その後の目的成分の吸着や分解を起こして、ピーク
強度の低下やテーリングの原因となります。
　ただ、これは言い換えると、マトリクスや汚れをライナー内
に留めてGCカラムに導入しないため、GCカラムをカットする
回数が減り、カラムを長く使えるようになる場合があります。
　そのため、マトリクスが多く含まれてしまう食品分析や環境分析の分野では、ウールの無いライナー、もしくは
ウールを少量だけ充填したライナーを使用することを推奨します。

ウールまとめ
ウールがあると・・・
　→　○ 気化効率が上がる（特に高沸点成分）
　→　× 汚れが溜まって、ライナーの交換頻度が増える
　→　○ 汚れを留めるので、GCカラムの交換頻度が減る

ウールなし ウールあり

気化する空間で熱が
充分保持されない。
→気化しにくい。

ウールに熱が保持される。
→気化しやすい。

ウールの役目

クロマトグラム

スプリット分析 スプリットレス分析

キャリアガスの進むスピードが
速い。
→さらに熱が保持されにくい

キャリアガスの進むスピードが
遅い。
→スプリットに比べたら気化しやすい

スプリットとスプリットレス比較

　ウールの無いライナーではマトリクスは、

①ライナーの内壁面、②スプリットベント

から流出、③カラムに導入されてカラムの

入口付近に留まる、ことになりますが、ラ

イナー内にウールがある場合、マトリクスの

多くはそこに保持されます。

　「ウールを入れるか入れないか、ウールの量をどれだけ
入れるか」は、サンプルの状態に因ってバランスよく決定
することが重要になります。

ライナーウール

汚れ

Name Name NameName
1 naphthalene
2 2-methylnapthalene
3 1-methylnaphthalene
4 acenaphthylene
5 acenaphthene

6 fluorene
7 phenanthrene
8 anthracene
9 fluoranthene
10 pyrene

11 benzo(a)anthracene
12 chrysene
13 benzo(b)fluoranthene
14 benzo(k)fluoranthene
15 benzo(j)fluoranthene

16 benzo(a)pyrene
17 indeno(1,2,3-cd)pyrene
18 dibenzo(a,h)anthracene
19 benazo(g,h,i)perylene 

評価ライナー

ライナー形状 デザイン ライナー 
内容積

ウール固定　下部テーパーあり
(P/N 092068) 660 µL

ウール無し　下部テーパーあり
 (P/N 092071) 800 µL

ウールあり/なし比較テスト

注入口温度 ：300 ℃
トランスファー温度 ：300 ℃
GCオーブン温度 ：60℃ 1min Hold → (35℃/min) → 230℃
  　　→ (6℃/min) → 240℃
  　　　→ (50℃/min) → 265℃
  　　　　→ (4℃/min) → 320℃　1min Hold
イオンソース温度 ：260 ℃
スキャン範囲 ：335-400 amu   (0.5sec/scan)
注入モード ：高圧注入Splitless　35psi for 1min
注入量 ：1µL 
サンプル ：PAHs混合溶液　(濃度20ng/µL)

ショートテーパー(ウール有り)

ウール固定　下部テーパーあり

1.400

1.200

1.000

0.800

0.600

0.400

0.200

0.000

フ
ェ
ナ
ン
ト
レ
ン
を
基
準
と
し
た
相
対
面
積
比

11 12 13 14 15 16 17 18 19

PAH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ウールあり/なし比較テスト　結果 グラフ

ウールがあるライナーの方が高沸点PAHsのピーク強度低下の割合が少ない。

→　ウールがあるライナーの方が高沸点物の気化効率が良い。

低沸点から高沸点の化合物のピーク強度を相対的に比べることで気化効率を確認した。

ウール固定　下部テーパーあり　(P/N 092068)

*塗りつぶしの色はグラフと同色

分析条件

ピーク7（phenanthrene）のピーク面積を基準として相対面積比率をプロットしたグラフ
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FocusLinerTMとは
FocusLinerTMは、SGE独特のデザインを持った
ライナーで、ウールが上下のテーパーによって
固定された形状をしています。

FocusLinerTMのメリット
　① 針の抜き差しによってウールの位置が
 変わることがありません。
　② 製造時にウールを詰めてから不活性処理
 を施すため、全てのウール表面が不活性
 処理された状態になっています。
 *お客様ご自身の手で不活性ウールを詰める場合、ウールを
   押しこむときにウールが折れた箇所は活性点となってしまいます。

　③ ウールがサンプル注入時の針先位置に充填
 されているライナーの場合、サンプル注入
 後、針を抜く際に針先をウールが拭うこと
 によって再現性が高まります。

FocusLinerTM  (フォーカスライナー)

繰り返し分析 評価テスト

ウールの固定

ウールがくびれによって
最適な位置に固定されて
いて、繰り返し分析でも
高い再現性を示します。

最初は、石英ウールが
針先の位置に固定されて
います。

針の抜き差しや
キャリアガスの
流れにによって
ウールの位置が
移動してしまう
ことがあります。

ガラス表面に
シラノール基
（-SiOH）が
あると・・・

ガラス表面のシラノール基（-SiOH）箇所で目的化合物の分解を促進して
しまうことがあります。

不活性処理の役目
　① ライナー内壁面上や充填されたウール表面で起りうる吸着や分解の抑制

不活性処理ライナーの注意点
＊酸素のある状態で温度をかけない
具体的にはライナー交換時に、注入口に混入した空気
を充分にパージしてから温度を上げることが重要。
また、注入口に温度がかかっている時にむやみに大気
開放(セプタムナットを緩める/カラムを外す)しない。

吸着が起きると・・・

　① ピーク強度の低下

　② ピークテーリング

のような不具合が生じることが

あります。

分解が起きると・・・　① ピーク強度の低下　② 分解物ピークの発生

のような不具合が生じることがあります。

不活性処理がされていないライナーの生じる悪影響

不活性処理まとめ
不活性処理があると・・・
　→　○ 分解/吸着が起き難くなる

基本的には不活性処理済みライナーを使う方が良い

不活性処理

SGEライナーは、全て不活性処理済み
EPAメソッド8081Bに従ったテストでエンドリンの
分解が3％以下となっています。

無極性の官能基に置換することで・・・

吸着や分解を抑制
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活性点を持つシリカ表面

k吸着活性を持つ成分が非特異的
保持(吸着)されてしまうことが
あります。

不活性処理をされたシリカ表面

不活性処理

不活性処理　あり/なし　比較クロマトグラム

目的物ピークの強度が減少して
分解物ピークが発生

15 min12 min

DDT

Endrin

Dieldrin

15min12 min

DDT

DDD
(DDTの分解物)

Endrin

Dieldrin

Endrin Aldehyde
(Endorinの分解物)

不活性処理ありライナー使用 不活性処理なしライナー使用

不活性処理とは
ガラスライナー内表面 （もしくは充填ウールの表面）の状態

① 吸着

② 分解

Si O
H

→ 下記比較クロマトグラム参照

FocusLiner写真

ウール充填部
拡大写真
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ブリスターパッケージ
　1本ごとにブリスターパッケージして
　保管時のコンタミネーションを防止

カラーコード
　一目で見分けが付くように形状別に
　色分けデザイン 用途に合わせて選択できる数量パッケージ

　ライナー交換頻度が低い場合は1本入りパック
　大量に使う場合は25本入りパックでコストダウン

その他SGEライナーの特徴

テーパーとは：  しぼり

サンプル
注入

オーバー
フロー

注入量が多かったり、

圧力が低かったり、温

度が過剰に高かったり、

気化容積の大きな溶媒

であった場合・・・

気化したサンプルが

ライナーから溢れ出す

ことがあります。

この現象は、オーバー

フローと呼ばれます。

テーパーの役目
　① オーバーフローの抑止
　② スプリットレス注入時のライナーからカラムへの効率的なサンプル導入効果

オーバーフローが起きると・・・

　① 繰返し分析におけるピーク面積の
　　 再現性の低下

　② ピークテーリング

　③ 溶媒付近のピークが見えなくなる

　④ ゴーストピークの出現

　⑤ セプタムブリードの出現

のような不具合が生じることが

あります。

テーパーの役目①　オーバーフローの抑止

テーパーライナーは、

その絞りによって

オーバーフローを

抑止します。

テーパーライナーまとめ
テーパーがあると・・・
　→　○ オーバーフローが起き難くなる
　→　○ スプリットレスでの導入効率が良くなる
　→　× スプリットがかかりにくくなる

スプリットレス分析 → テーパーライナーを選択する

スプリット分析 → テーパーライナーを選択しない

ライナー形状（テーパー）

気化したサンプルが、カラム

先端にに向かってフォーカス

されて導入される。

且つカラム入口付近の線速度

が早くなる。

効率的にカラムへ導入される

気化

テーパーの役目②　テーパーによる導入効率改善

大きい内径のメリット/デメリット
内径が大きいと・・・
　→　○ 内容積が大きく、オーバーフローが起き難い。
　→　× ライナー内のキャリアガスの線速度(スピード)が
　　　　 遅くなってカラムへの導入効率が悪くなる。
 　　　→特にスプリットレス分析には不向きになる。

　→　× ピークバンドが広がり易い(特に軽い成分)

ライナー形状（内径）

スプリットレス分析 → 内径の小さいライナーを選択する

スプリット分析 → 内径の大きいライナーを選択する

注入量の多い分析 → 内径の大きいライナーを選択する

内径が大きい 内径が小さい

内径

キャリアガスの進む
スピードが速い。

キャリアガスの進む
スピードが遅い。 内径の小さいライナーの方が

気化したサンプルがスムーズに

カラムに導入され易い。

ガス分析  → 内径の小さいライナーを選択する

ヘッドスペース分析
パージ＆トラップ分析 → 内径の小さいライナーを選択する
SPME分析

注入量の多いスプリットレス分析をする場合には？？

 → テーパーライナーを選択する

内径の広いテーパーライナーを選択すれば
内容積も確保できて、カラムへの導入効率も
改善できます。

但し、ストレートライナーに対するテーパーライナーのデメリットは、
ライナー単価が高いということがあります。
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島津GC-17A、GC-2010、 GC-2014用

アジレント 5890, 6890, 7890用　/　ブルカー(バリアン)GC用
 　　　品名  内径  入数   P/N  定価
   　 1 09200201 \3,400
Split フォーカスライナー 4.0mm 　 5 092002 \13,800
   　25 092219 \59,700
   　 1 09200301 \4,400
Splitless テーパーフォーカスライナー 4.0mm 　 5 092003 \18,100
   　25 092011 \80,500
    　1 09200701 \2,700
Splitl ストレートライナー 4.0mm  　5 092007 \10,900
   　25 092222 \46,000
Splitless ストレートライナー 2.0mm  　1 09200401 \4,300
    　5 092004 \17,600
    　1 09201701 \4,400
Splitless シングルテーパーライナー 4.0mm  　5 092017 \17,600
   　25 092229 \75,800
    　1 09201901 \4,500
Splitless シングルテーパーライナー 4.0mm  　5 092019 \19,000
 ウール入り  　25 092218 \80,100
    　1 09201801 \5,300
Splitless ダブルテーパーライナー 4.0mm  　5 092018 \21,700
   　25 092230 \92,000

 　　　品名  内径  入数   P/N  定価
Split ストレートライナー 3.4mm 　 1 09206401 \2,700
   　 5 092064 \11,100
Splitless ストレートライナー 2.6mm 　 1 092086101 \1,900
   　 5 0920861 \7,800
Splitless ダイレクトライナー 2.6mm  　1 09208701 \5,800
    　5 092087 \24,400
Splitless シングルテーパーライナー 3.4mm  　1 09207101 \5,900
    　5 092071 \24,200
Split フォーカスライナー 3.4mm 　 1 09206201 \4,800
   　 5 092062 \19,500
   　 1 09206801 \6,000
Splitless テーパーフォーカスライナー 3.4mm 　 5 092068 \25,000
       25 0926825 \90,000
    　1 09208501 \4,300
Split/Splitless ミドルグースネックライナー 3.4mm  　5 092085 \17,600
       25 09208525 \63,800
   　 1 09205901 \4,800
Split フォーカスライナー 3.4mm 　 5 092059 \19,500
       25 09205925 \71,300
   　 1 09205801 \6,200
Splitless テーパーフォーカスライナー 3.4mm 　 5 092058 \25,100
       25 09205825 \91,900
    　1 09207701 \4,200
Split/Splitless ミドルグースネックライナー 3.4mm  　5 092077 \17,600
       25 09207725 \61,900

パーキンエルマー社GC用、サーモフィッシャーサイエンティフィック社GC用 注入口ラインナップもございます。詳しくは総合カタログを参照ください。

・シングルテーパーライナー (092017)　・フォーカスライナー (092002)　・シングルテーパーライナー (092071)
・フォーカスライナー (092059)　・ミドルグースライナー (092085)　・フォーカスライナー (092062)
    上記ライナーのサンプルパックをご用意しております。　詳しくはSGEまでお問い合わせください。

トレイジャン サイエンティフィック ジャパン株式会社 〒231-0011 横浜市中区太田町6-85 RK CUBE 3F
TEL : 045 222 2885  　 e-mail : japan@trajanscimed.com

その他、ライナーの選択に迷った時はお気軽にTrajanにお問い合わせください。その他、ライナーの選択に迷った時はお気軽にTrajanにお問い合わせください。その他、ライナーの選択に迷った時はお気軽にTrajanにお問い合わせください。


