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(57)【要約】
【課題】スクリーニング可能であり、気体、液体、固体
を検査対象とし、生体試料等のように微量試料に対して
も適用でき、低沸点化合物から不揮発性高分子化合物等
、ＧＣ、ＨＰＬＣ、ＣＥ等で分析可能な全ての物質を対
象とすることができ、高感度を達成でき、しかも、キャ
リーオーバーの問題も解消できることを目的とする。
【解決手段】試料を封入することにより内部空間を少な
くとも２相により構成されるセプタム付バイアル等の容
器と、前記１相内にパージガスを供給可能なパージガス
供給手段と、パージガスを供給された前記１相とは別の
相を構成する物質を導入可能な、使い捨てにする、ＧＣ
用キャピラリーカラムを切断してなるマイクロトラップ
管を有するトラップ手段を含んで構成される。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
サンプリングした試料を、分析装置に供給する前処理として前記試料から目的成分を抽出
するマイクロトラップスクリーニング方法において、スクリーニングを、使い捨てのマイ
クロトラップ管を用いて行うことを特徴とするマイクロトラップスクリーニング方法。
【請求項２】
前記使い捨てのマイクロトラップ管として、市販のガスクロマトグラフィー用キャピラリ
ーカラムを所定の長さに切断して使用することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
試料を封入することにより内部を少なくとも２相により構成される容器と、前記１相内に
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ガスを供給可能なガス供給手段と、ガスを供給された前記１相とは別の相を構成する物質
を導入可能な、使い捨てにするマイクロトラップ管を有するトラップ手段とを含んで構成
されることを特徴とするマイクロトラップスクリーニング装置。
【請求項４】
試料を封入することにより内部を少なくとも２相により構成される容器と、前記１相内に
ガスを供給可能なガス供給手段と、ガスを供給された前記１相を構成する物質を導入可能
な、使い捨てにするマイクロトラップ管を有するトラップ手段とを含んで構成されること
を特徴とするマイクロトラップスクリーニング装置。
【請求項５】
使い捨てにするマイクロトラップ管を有するトラップ手段と、前記マイクロトラップ管に
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試料を導入可能な試料導入手段とを含んで構成されることを特徴とするマイクロトラップ
スクリーニング装置。
【請求項６】
前記マイクロトラップ管が、ガスクロマトグラフィー用のキャピラリーカラムを、所定長
さに切断して形成されたものであることを特徴とする請求項３〜５のうちいずれか１項に
記載のマイクロトラップスクリーニング装置。
【請求項７】
前記トラップ手段が、マイクロトラップ管とその端部に連結された針部とを含んで構成さ
れることを特徴とする請求項３〜６のうちいずれか１項に記載のマイクロトラップスクリ
ーニング装置。
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【請求項８】
前記トラップ手段が、マイクロトラップ管とこれに外装したステンレス管とを含んで構成
されることを特徴とする請求項３〜６のうちいずれか１項に記載のマイクロトラップスク
リーニング装置。
【請求項９】
前記容器を加熱可能な容器加熱手段をさらに有することを特徴とする請求項３〜８のうち
いずれか１項に記載のマイクロトラップスクリーニング装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
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本発明は、分析化学分野に属する技術であり、ガスクロマトグラフィー（ＧＣ）、高速液
体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）、キャピラリー電気泳動（ＣＥ）、薄層クロマトグラ
フィー（ＴＬＣ）等の分離分析装置に試料を供給するための前処理として、検体からサン
プリングした試料から目的成分を抽出・濃縮する技術に関し、特に、生体からの試料等、
極微量な試料から迅速に高精度の分析結果が要求される医療現場等においても、簡易な手
段でこれらの達成に寄与できる技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＧＣ、ＨＰＬＣ、ＣＥ、ＴＬＣ等の分離分析装置で定性・定量分析を行う場合には、その
前処理として、サンプリングした試料を一旦、目的成分（群）について抽出、精製、濃縮
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等行う必要のある場合が多い。
これらの前処理法には、古くから目的成分に応じた様々な方法が用いられているが、近年
、固相抽出（ＳＰＥ）法、ヘッドスペース（ＨＳ）法、パージトラップ（ＰＴ）法、固相
マイクロ抽出（ＳＰＭＥ）法等が使用されている。
【０００３】
【非特許文献１】
最新の分離・精製・検出法

、ｐ９４−１０４、（株）エヌ・テ

ィー・エス、１９９

７．
【非特許文献２】
奈女良

昭、屋敷幹雄、小嶋

ＰＭＥ）法、法中毒、１６，

亨、福永徳人、法中毒学における固相マイクロ抽出
１−１６，

（Ｓ
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１９９８．

【非特許文献３】
（社）日本分析化学会ガスクロマトグラフィー研究懇談会編、
トグラフィー

キャピラリーガスクロマ

ｐ６６−７９、朝倉書店、１９９７

【０００４】
【発明が解決使用とする課題】
これらの従来の方法は、試料中の希薄な目的成分を、分析の妨害となる物質から分離抽出
し、濃縮した後、分析装置へ導入するに際して、種々の利点を持つ反面、以下のような欠
点がある。
すなわち、ＳＰＥ法の欠点は、液体試料に限定されること、低沸点化合物の分析に対して
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は適用が困難であること、さらに、分析装置に導入する際には、濃縮捕集した目的成分を
１〜１０ｍｌ程度の溶媒を用いて脱離するため、折角、濃縮された成分が希釈されてしま
うこと等である。
また、ＨＳ法の欠点は、比較的低沸点化合物の分析に限定されること、および、古典的な
操作の場合は濃縮効率が低いこと、そのため目的成分が極希薄濃度である場合には不適当
であること、さらにこれを補うために別途、冷却や再濃縮機能を具えた装置を用いる場合
には設備が高価となり、操作が複雑になること等である。
【０００５】
また、ＰＴ法の欠点は、ＨＳ法に比べ、より高い沸点化合物にも適用できるが、設備や操
作が複雑であること、および、前回使用した試料の一部や特定成分がトラップ管あるいは
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装置配管等に残留してしまいキャリーオーバーを生じ、次回の分析に悪影響を及ぼす場合
が多いこと等である。
さらに、ＳＰＭＥ法の欠点は、上記各方法の欠点を補いつつも未だ繰り返し分析を行う際
のキャリーオーバーの問題が解決されていないこと、抽出効率も比較的低いこと、このた
め、共存物質の影響を受け易いこと等である。
【０００６】
また、これらの種々の前処理法は精密分析とスクリーニング分析両者にさほどの区別もさ
れずに用いられており、迅速性、簡便性、経済性も求められるスクリーニング分析では必
ずしもその要求を満たしてない。
そこで、本発明は、上記従来の各前処理操作の利点を維持しつつ、キャリーオーバーを含
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めた上記問題点を解消することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明は以下の構成とする。
請求項１記載のマイクロトラップスクリーニング方法は、サンプリングした試料を、分析
装置に供給する前処理として前記試料から目的成分を抽出するマイクロトラップスクリー
ニング方法において、スクリーニングを、使い捨てのマイクロトラップ管を用いて行うこ
とを特徴とする。
請求項２記載のマイクロトラップスクリーニング方法は、請求項１記載の方法において、
前記使い捨てのマイクロトラップ管として、市販のガスクロマトグラフィー用キャピラリ
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ーカラムを所定の長さに切断して使用することを特徴とする。
請求項３記載のマイクロトラップスクリーニング装置は、試料を封入することにより内部
を少なくとも２相により構成される容器と、前記１相内にガスを供給可能なガス供給手段
と、ガスを供給された前記１相とは別の相を構成する物質を導入可能な、使い捨てにする
マイクロトラップ管を有するトラップ手段とを含んで構成されることを特徴とする。
請求項４記載のマイクロトラップスクリーニング装置は、試料を封入することにより内部
を少なくとも２相により構成される容器と、前記１相内にガスを供給可能なガス供給手段
と、ガスを供給された前記１相を構成する物質を導入可能な、使い捨てにするマイクロト
ラップ管を有するトラップ手段とを含んで構成されることを特徴とする。
【０００８】
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請求項５記載のマイクロトラップスクリーニング装置は、使い捨てにするマイクロトラッ
プ管を有するトラップ手段と、前記マイクロトラップ管に試料を導入可能な試料導入手段
とを含んで構成されることを特徴とする。
請求項６記載のマイクロトラップスクリーニング装置は、請求項３〜５のうちいずれか１
項に記載の装置において、前記マイクロトラップ管が、ガスクロマトグラフィー用のキャ
ピラリーカラムを、所定長さに切断して形成されたものであることを特徴とする。
請求項７記載のマイクロトラップスクリーニング装置は、請求項３〜６のうちいずれか１
項に記載の装置において、前記トラップ手段が、マイクロトラップ管とその端部に連結さ
れた針部とを含んで構成されることを特徴とする。
【０００９】

20

請求項８記載のマイクロトラップスクリーニング装置は、請求項３〜６のうちいずれか１
項に記載の装置において、前記トラップ手段が、マイクロトラップ管とこれに外装したス
テンレス管とを含んで構成されることを特徴とする。
請求項９記載のマイクロトラップスクリーニング装置は、請求項３〜８のうちいずれか１
項に記載の装置において、前記容器を加熱可能な容器加熱手段をさらに有することを特徴
とする。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下に本発明を詳細に説明する。
本発明の装置で使用される容器は、サンプリングした試料を封入できる容器であれば、材
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質、形状等特に限定されない。また、容器は、本体とキャップからなる、例えば、セプタ
ム付バイアル等を好適に使用することができるが、これに限定されず、特に請求項５記載
の発明にあっては、容器自体をシリンジ等で構成しても差し支えない。
容器にトラップ手段またはガス供給手段を接続する場合は、セプタム付バイアルにあって
は、セプタムを貫通させることにより容易に行える。
ガス供給手段は、試料を入れることにより少なくとも２相で構成された容器内部の１相に
不活性ガス等を供給し、気相部や液相部に含まれる目的成分をトラップ手段に供給するも
のであり、例えば、針を具えたシリンジ等を例示できる。容器がセプタム付バイアルの場
合、このシリンジ内にガスを入れた後、該針で容器のセプタムを貫通させることにより容
易に容器への接続が可能となる。また、サンプリングおよび前処理が野外で行われる場合
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は、携帯用小型ボンベ等をガス源として使用することもできる。ガス源としては各種のガ
ス源を適宜使用することが可能であり、ガス源から容器へは直接または配管および針状部
等を介して接続し、容器内に断続的にまたは連続的にガスを供給する。供給されるガスと
しては、窒素、ヘリウム等の不活性ガスが一般的であるが、目的成分に応じて各種ガスを
使用しても差し支えない。
【００１１】
また、トラップ手段は、マイクロトラップ管を有するが、これを使い捨てにするため、本
発明では従来装置で問題となっていたキャリーオーバーの問題を解消できる。使い捨てを
より現実的なものとするために、ガスクロマトグラフィー用キャピラリーカラムを所定長
さに切断して使用することが好ましい。その理由は、個々のマイクロトラップ管の性能の
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均一性や経済性が確保し易いからである。ガスクロマトグラフィー用キャピラリーカラム
は、１５〜６０ｍの長さが標準的であり、その内部の均一性は品質管理されており、コー
ティング効率等の数値で示されている。したがって、キャピラリーカラムの一部を切断し
て個々に用いた場合であっても、試料物質の抽出を行う分配相あるいは吸着相の量および
性質のバラツキは試料抽出における効率やスクリーニング分析に求められる結果の再現精
度からは無視できる程度である。なお、このような市販のキャピラリーカラム自体は高価
であるが、本発明装置で用いるマイクロトラップ管の長さは、試料および目的物質等によ
り適宜設定され、それは略数センチメートルレベル（例えば、０．５ｃｍ〜１００ｃｍ、
好ましくは５ｃｍ〜１０ｃｍ）であるため、１本のキャピラリーカラムから多数本のマイ
クロトラップ管を得ることができ、充分に経済的である。これにより、必要とされるレベ
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ルの均一性を有するトラップ管を極めて安価に入手できる。
【００１２】
マイクロトラップ管の材質としては、溶融シリカ管、ホウケイ酸ガラス、ステンレス管等
を使用でき、これは市販されている一般的なＧＣ用キャピラリーカラムの材質でもある。
溶融シリカ製のキャピラリーカラムから形成したマイクロトラップ管の場合、管の外表面
が試料と接触する可能性のある場合には、目的物質の吸着を防止するために、管外周の皮
膜（ポリイミド樹脂膜、アルミ薄膜等）は除去することが好ましく、さらにステンレス管
の場合には、構成成分である金属により目的物質が吸着されたり、該金属が触媒作用をす
るのを避けるために、管内外表面とも不活性化処理することが好ましい。
使用前に、不活性気流下で複数本を同時に加熱処理することにより、バックグラウンドの
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低減と各トラップ管の均一化を行うことが好ましい。本発明での利用に適したカラムの内
径は、非限定的に０．１〜１．２ｍｍ、好ましくは０．２〜１．０ｍｍである。
なお、容器内には、必要に応じて、内部標準、塩類、凝固防止剤、抱合体の解離を促進す
る試薬等を試料と共に添加してもよい。
トラップされた成分は、加熱や微量溶媒等により、脱離され、ＧＣ、ＨＰＬＣ、ＣＥ、Ｔ
ＬＣ等の分析装置の注入口に導入され、分析に供される。
【００１３】
また、トラップ手段が、マイクロトラップ管と先端に連結された注射針等の針部とを含ん
で構成される場合は、容器のセプタムを注射針により貫通して接続でき、管と針部の連結
部分は、テフロン製チップ等を使用すると好ましい。なお、針はＧＣ等の注入口セプタム
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の貫通にも使用でき、脱離後の試料をＧＣ等へ送り込む際にも使用される。
また、トラップ手段が、マイクロトラップ管とこれに外装したステンレス管とを含んで構
成される場合は、マイクロトラップ管の導入流れ下流端部におけるステンレス管を小内径
として、マイクロトラップ管の抜けを防止する形状にすることが好ましい。また、この場
合は、針部を連結することなく、ステンレス管によりセプタムを貫通することができる。
上記と同様ＧＣ等の注入口セプタムの貫通にも使用できる。
さらに、マイクロトラップ管自体でセプタムを貫通させることも可能である。
なお、マイクロトラップ管を通過した流体は、反試料導入側端部から排出されるが、流体
が気体の場合はそのまま該端部を開口させて空気中に排出させてもよく、また、気体、液
体を問わず配管を接続して回収することもできる。
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【００１４】
本発明の装置が、容器加熱手段をさらに有する場合は、揮発し難い物質の揮発をより容易
にして抽出率を上げることが可能となる。なお、容器内にスターラーバーを具えて攪拌す
ることも、効率的な抽出を可能とする。容器加熱手段の具体例としては、当業界で一般的
に用いられる各種加熱装置が使用できる。
目的成分をトラップしたマイクロトラップ管は、密封容器に入れ、必要に応じて温度管理
下におき、保管、運搬等に供される。
【００１５】
【実施例】
以下に本発明を、液体試料をサンプリングした場合について、実施例により具体的に説明
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する。
図１を参照する。セプタム１および密封用キャップ２を具えたバイアル３内に、上部空間
（ヘッドスペース）の気相部４を残して、試料５（液体）が封入されている。ガス供給手
段を構成するガス配管６の先端には前記セプタム１を貫通する注射針７が接続され、注射
針７の先端は前記試料５内に浸漬される。また、トラップ手段を構成するマイクロトラッ
プ管８はそれ自体でセプタム１を貫通して、その下端を気相部４内に開口する。なお、セ
プタム１の貫通は、マイクロトラップ管下端に連結した注射針（図示せず）によってもよ
く、外装したステンレス管（図示せず）を介して行ってもよい。マイクロトラップ管の上
端は、試料の性状に応じて、開口したままであっても、あるいは配管（図示せず）を連結
する等により通過した流体を回収する構成であってもよい。
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この例では、注射針７の先端が液体試料の液相内部に達しているため、例えば微量の不活
性ガスを連続的に導入した場合は、液体中に溶解している目的成分はパージされて気相部
４へと移行し、さらにマイクロトラップ管に導入されて、マイクロトラップ管８内面の液
体（または固体）よりなる固定相に気／液分配（または気／固吸着）保持され、濃縮され
る。
抽出終了後は、マイクロトラップ管を容器から外し、試料の性質に応じて、密封容器に入
れて、適宜温度管理下において、分析装置のある施設へと運ぶことができる。
【００１６】
図２を参照する。図１と同じ部材には同じ符号を付す。この例では、ガス供給手段を構成
する注射針７の下端は、気相部４に開口する。このため、連続的なパージガスの導入によ
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り、気相部４中の目的成分および液体から気相部に移行した目的成分は分圧平衡の原理に
基づいて連続的にマイクロトラップ管内に導入され、マイクロトラップ管内で同様に濃縮
される。
抽出後の運搬については、上記と同様である。
【００１７】
図３を参照する。図１と同じ部材には同じ符号を付す。注射針７は、図２の例と同様に気
相部４に開口しており、マイクロトラップ管８の下端は試料５内に浸漬される。
この例では、ガスの導入により液体試料は直接マイクロトラップ管内に導入され、マイク
ロトラップ管内では液／液分配（または液／固吸着）により目的成分が濃縮される。なお
、図では液体試料のマイクロトラップ管内への導入が効率的に行えるよう容器底部内面形
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状を逆円錐形状としている。
また、便宜的な方法としては気体、液体を問わず流体試料をシリンジ内にサンプリングし
、これからマイクロトラップ管内にゆっくりした速度で圧入することも可能である。
【００１８】
分析装置への導入の際は、ＧＣへの導入にあっては、マイクロトラップ管を加熱して、抽
出した物質を脱離させることにより行われる。この場合、マイクロトラップ管の反ＧＣ側
から適宜な流量の不活性ガスを導入しつつ加熱し、抽出された物質を熱脱離させＧＣに導
入する方法が一般的に用いられる。あるいは、トラップ管の反ＧＣ側を密封し、トラップ
管を適当な方法で加熱することで、トラップ管に抽出された物質を脱離させ、気化部の加
熱体積膨張による圧力でその大部分をＧＣで導入させることも便宜的に可能である。
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また、沸点の高い物質や不揮発性の物質の場合は、ＨＰＬＣで分析するが、この場合の導
入は、マイクロトラップ管のＨＰＬＣ側にＨＰＬＣ用サンプリングバルブに適したシリン
ジ針、反ＨＰＬＣ側にマイクロシリンジや注射筒針取付部に適合した口金を取り付け、マ
イクロトラップ管内に脱離用溶媒を満たした状態で一定時間放置し、その後シリンジプラ
ンジャーを押し込んで溶媒と共に脱離試料をサンプリングバルブに導入する。なお、この
際の脱離用溶媒は極微量（例えば１０μＬ以下）で充分であるため、従来手法程には希釈
されず、微量分析の障害とはならない。また、６方バルブを用いたループサンプラーを使
用してループ部に耐圧性樹脂を用い、その内部にマイクロトラップ管を挿入してループへ
の溶媒充填、脱離、バルブ切換によるＨＰＬＣへの導入を行うこともできる。
【００１９】
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【発明の効果】
本発明によると、以下の効果を得ることができる。
本発明は、動的抽出であり、マイクロトラップ管を用いるため、抽出効率を大幅に上げる
ことができ、１００％の回収率も可能である。その結果、高精度の分析が可能となり、し
たがって、生体試料など試料量が少ない検体の分析にも使用可能となる（必要試料量：１
ｍｌ未満でも可能）。
これは、ＳＰＭＥ法においても、本発明と同様に、トラップ部材を直接液体中に浸漬可能
であり、また、ヘッドスペースからの抽出も可能であるが、いずれの場合も静的手法であ
るのに対して、本発明は動的抽出であるため、多量に付加できること、また、ＳＰＭＥ法
は抽出相を試料または試料ヘッドスペース中に直接暴露するため、試料と抽出相との体積
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比（相比）が極めて大きく、目的物質に対する抽出相の分配係数が大きい場合でも、実際
に抽出される物質の量が少なくなり、抽出効率としては、せいぜい１０〜２０％程度であ
るのに対して、本発明では、マイクロトラップ管を使用するため、トラップ管内の空間容
積が極めて微小であり、分配平衡における相比（試料空間容積／抽出相容積）が小さいた
め、分配平衡において、より多量の試料抽出を行うことができ、また分析装置への脱離、
導入の際、溶媒脱離を行わないか、使用しても極微量であるため、脱離した試料が拡散す
ることなく、ＧＣ等の分析装置に導入できることによる。この結果、抽出絶対量が増加す
ることと、試料バンドの拡がりが小さくなり、Ｓ／Ｎ比が向上するため、相対的には高感
度が得られる（検出感度：ｐｐｔレベル）。
【００２０】
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また、ＳＰＭＥ法やそれに類する抽出法では、回収率を向上させるために、抽出相の膜厚
を増加させる方法も試みられているが、試料容積に対しての抽出相容積の増加比に制限が
あり、大きな効果は期待できないばかりでなく、抽出相内での試料物質拡散に時間がかか
るため、分配平衡、抽出時間の増加が不可欠となる。一方、本発明では、抽出部分におけ
る試料体積を大幅に減少させたため、抽出相の膜厚はかえって小さくすることが可能であ
り、これにより、分配平衡、抽出時間の短縮が図られる。
【００２１】
さらに、マイクロトラップ管を使い捨てにすることにより、キャリーオーバーを完全に回
避することができる。
なお、分析装置への導入は、マイクロトラップ管の加熱温度の調節により、脱離温度によ
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る選択的な脱離が可能となり、目的成分を限定したスクリーニングができる。
本発明では、ＰＴ法と異なり、大がかりな装置を必要とせず、構造、操作手順が簡単であ
るため、初心者でも操作でき、このことからも、キャリーオーバーの回避に資することが
でき、野外や分析装置設置場所から離れた場所での試料採取や濃縮が可能でるため、検体
を運搬する必要がなく、検体のある場所で試料採取、濃縮できる。したがって、検体を移
送する手間が省けるのみならず、検体移送中の変質を防止できる。
さらに、ＧＣ等の分析装置の改造が不要であるため、経済的かつ至便性がある。
【００２２】
さらに、ＧＣ用キャピラリーカラムを所定長さに切断して使用する場合には、カラムの材
質やサイズ、また固定相の種類が豊富なため試料に応じた選択性が非常に高く、管長さも
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、検査試料に最適な長さに容易に調節できるので、装置の汎用性が高い。加えて、品質が
保証されており、マイクロトラップ管の均一性が確保でき、さらに経済性も得られる。
また、液相による濃縮捕集も可能であるため、この場合には高沸点物にも応用でき、汎用
性が得られる。
加熱装置を有する場合には、試料の加熱により水蒸気蒸留の原理により、揮発し難い物質
も捕集可能となり、低沸点化合物から高沸点化合物まで適応できる。なお、生体成分に含
まれる生体を構成する高分子化合物は加熱や水蒸気蒸留によっても気相を介してトラップ
管内に移行できないため捕集されない。また、ＧＣ分析やＨＰＬＣ分析に適さないその他
の高分子物質が捕集されたとしても、脱離の際にトラップ管内に残留するため、分析の障
害にならない。
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【００２３】
本発明による精度の確保や確認は、一般的な分析法に順じ、試料中でのサロゲート化合物
の添加や脱離された溶媒への内部標準の添加で向上させることができ、使い捨てのマイク
ロトラップ管での再現性に対する懸念も毎回または定期的に検証することで払拭できる。
以上説明したように、本発明では、キャリーオーバーの問題を解決し、さらに、従来から
用いられているＳＰＥ法、ＨＳ法、ＰＴ法、ＳＰＭＥ法等の利点を保持しつつ、それらの
弱点を補強し、試料検体から目的成分を簡易かつ経済的に、高い効率で抽出でき、簡便な
方法で分離分析装置への導入が行える。
すなわち、本発明の装置では、対象とする検体試料は、気体、液体、固体を問わず、しか
も、極低沸点化合物から高沸点化合物まで、さらに、高分子化合物をも分析用前処理する
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ことが可能である。
また、分析に妨害となる検体試料中の共存物質を分析装置に導入することなく、生体試料
等のように微量試料からも、簡単な操作で抽出、濃縮、分析装置への導入が可能である。
したがって、本発明の装置は、医療現場での生体試料の分析、水質検査、食品成分分析等
において、非常に利用性が高い。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の装置の一態様であって、ガスを液体試料中に供給する場合を示す。
【図２】本発明の装置の一態様であって、ガスを気相部に供給する場合を示す。
【図３】本発明の装置の一態様であって、液体をトラップ管に導入する場合を示す。
【符号の説明】
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