
GA-370
微量ガス分析計

高純度ガス中の微量不純物
（CO、CO₂、CH₄）を超高感度に連続測定



水素製造設備、空気分離プラントなど
高純度ガス製造での品質管理に

■アプリケーション例

一般的に工業用ガスとして使用される酸素や窒素は、
空気分離プラントによって製造されています。
まず、水分（H₂O）や炭酸ガス（CO₂)が除去された
原料の空気（Air)が装置に供給され、沸点の違いな
どを利用して窒素（N₂)、アルゴン（Ar)、酸素（O₂)
に分離し製造されます。窒素（N₂)、アルゴン（Ar)、
酸素（O₂）の他に希ガスなどを製造するプラントも
あります。これらのガスの純度および品質管理の
ために弊社の微量ガス分析計が使用されています。

•製造された窒素（N₂)、アルゴン（Ar)、酸素（O₂）
の不純物測定
•水分（H₂O）、炭酸ガス（CO₂)を除去した後の原
料空気（Air)の不純物測定

測定例
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純ガス中の微量測定が可能

簡単操作、メンテナンスフリー

超高感度計測を実現

▶代表的なガスである、N₂、O₂、He、Ar、H₂、Airに対応しています。
※その他のガス条件については別途お問い合せください。

▶使用にあたり、特殊な操作は必要ありません。
校正や測定など、すべての操作が画面上で行えます。

▶光学調整が不要なHORIBA独自のクロスモデュレーション
式の採用により、メンテナンスフリーを実現しました。

▶カラータッチパネルを採用し、液晶画面によりグラフ表示も
可能になり、視認性が向上しました。

▶クロスモデュレーション式非分散形赤外線吸収方式(NDIR)
の採用により、長期にわたり安定した連続測定が可能なゼロ
ドリフトフリーを実現しました。

▶最小検出感度10 ppbの高感度化により、精度が求められる
現場に最適です。

GA-370は高純度ガス製造時の品質管理として、微量不純物（CO、CO₂、CH₄）を
超高感度、高精度に常時連続モニタリングが可能。オンサイト水素ステーションや
半導体向けガス製造ラインなどで活用できます。



■測定原理

■フローシート

一定周期（例えば1 Hz）で切替える電磁弁を採用し、
サンプルガスと比較ガス（ゼロガス）を交互に一定
流量で測定セルに導入するものです。

サンプルガスと比較ガスが同じガス（例えばゼロガ
ス）の時、変調信号が生じないため、従来微量ガス
計測で課題とされていたドリフトが基本的に生じ
ません。
さらに、2つの測定セル（ダブルビーム)を用い、逆
位相のサンプルガス、比較ガス（ゼロガス）を導入
することにより、光学調整が不要なため、長期的
な安定性を実現しています。

クロスモデュレーション式
非分散形赤外線吸収方式（ダブルビーム）
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●上図はCO、CH4計の例です。

●CO2計には、COMP(2)は付いていません。
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※ 比較ガスにおいて表1の純度が確保できない場合は、比較ガス精製器が必要です。

表 1: 比較ガス一覧表（サンプルガスと同一のベースガス）

測定成分
不純物許容濃度 (ppb)

H2O CO CO2 CH4

CO 計
CO2計
CH4計

5000 10 1000 1000

5000 1000 10 1000

5000 1000 1000 10

排気ガス出口
背圧±500Pa

比較ガス精製器

比較ガス

部はお客様にてご用意ください。（ご要望により弊社でもご用意できます）

フィルタ

圧力調整器

圧力スイッチ キャピラリ 3方電磁弁 検出器

流量計

サンプルガス
サンプルガス入口
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HORIBAグループでは、品質ISO9001•環境ISO14001•労働安全衛生ISO45001を統合したマネジメントシステム（IMS:JQA-IG001）を運用しています。
さらに事業継続マネジメントISO22301を加え、有事の際にも安定した製品•サービスを提供できるシステムに進化しました。

小型・軽量で研究室での計測に留まらず、フィールドで
の測定にも威力を発揮するポータブルガス分析計。最
大5成分を1台で測定。

大気中の各種汚染物質を測定。ナノレベルの高精度連
続計測を要求される微量モニタリングにも応用可能。

環境問題からエネルギー開発支援まで時代のニーズに
幅広く対応する分析計。最大4成分を1台で測定。

■仕様

■関連製品

ポータブルガス分析計 PG-300シリーズ

NOx O₃ CO NH₃SO₂ CO₂NOx N₂OCO CH₄NH₃ SO₂H₂S NOTHC NOxNMHC O₂CH₄
SPM PM₂.₅ PM₁₀

SO₂ CO CO₂ O₂ CH₄

大気汚染ガス監視モニタ APシリーズ マルチガス分析計 VA-5000シリーズ

※注1） 比較ガス（ゼロガス）、スパンガスはお客様にてご準備をお
願いします。測定対象ガスと同一ベースで、純度は最小レ
ンジの0.1%以下のものをご使用ください。スパンガス濃度
は保証期間や、安定性の面から約9 ppmのものが便利です。

※注2） 本製品は防爆製品ではありませんので、非防爆地域でご使
用ください。測定対象ガスがH₂､ O₂の場合､ 特に安全性を
考慮してご使用いただくと共に､ ガス漏れ警報器､ パージ
システムの設置を推奨します。

形式 GA-370
測定対象 ベースガス（N₂、O₂、He、Ar、H₂、Air）中のCO、CO₂、CH₄
測定成分数 1成分または2成分（測定ベースガス指定）
測定原理 クロスモデュレーション式非分散形赤外線吸収方式（NDIR）
測定レンジ 0～1/2/5/10 ppm
最小検出感度（2σ） 10 ppb
繰返し性 フルスケールの±2%
指示誤差（直線性） フルスケールの±2%
ゼロドリフト ±0.02 ppm/日、±0.03 ppm/週
スパンドリフト フルスケールの±2%/日、フルスケールの±3%/週
応答時間（T₉₀） 180秒以下

使用ガス流量 ※ サンプルガス：約3.5 L/min、比較ガス：約3.5 L/min、スパンガス：約3.5 L/min
サンプル、比較ガスライン共、圧力50 kPa～100 kPa推奨

アナログ出力
2ch 絶縁出力（濃度）
0～1 V、0～10 V、0～16 mA、4～20 mA、0～20 mAから１つ選択
電流出力：許容負荷抵抗 750Ω以下

設置条件

周囲温度 0～40℃
周囲湿度 相対湿度85%以下
粉塵 環境基準以下
振動 100 Hzにて、0.29 m/s²以下

外形寸法、質量 430（W）×555（D）×221（H）mm　（突起物を除く）、約18 kg
電源 AC100～240 V ±10%（最大電圧：250 V）
消費電力 定常時　約100 VA


