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1　まえがき

環境保全の観点から、国際的に大気環境規制が強化され
ている。海事分野においては、「海洋汚染防止条約」（マル
ポール条約）に基づき、船舶の排ガス規制が進められてい
る
⑴

。2020 年 1月からは、ディーゼルエンジンからの硫黄
酸化物（SOX）の排出規制（SOX 規制）として、燃料油中
の硫黄分規制値が重量濃度において 3.5% 以下から 0.5%
以下へと強化された（図1）。本規制により大気環境の改善
が見込める一方で、規制に適合する低硫黄燃料（A重油）
を使用するか排ガス浄化システムを設定することが義務付
けられている。しかし、低硫黄燃料の使用は運航コストの
上昇につながる。
SOX 規制では、低硫黄燃料適用と同様の SOX 低減効果
のある同等措置として、排ガスに洗浄水を噴射して SOX
を除去する排ガス浄化システム（EGCS：Exhaust Gas 
Cleaning Systems）の設定が認められていて

⑴

、環境への
負荷を抑えながら低コストの高硫黄燃料（C重油）が継続
して使用できる。EGCSは、規制強化による需給バランス

の変化により低硫黄燃料の価格が高騰するため、EGCSの
導入費用を考慮しても運航コスト上昇を抑制する効果があ
ると予想されている

⑵

。
富士電機は、海水で排ガス中の SOXを洗浄するスクラ
バを開発し、2018 年 10 月に発売した

⑶

。さらに、スクラ
バ運転時に二酸化硫黄（SO2）および CO2の各ガス濃度
を連続監視するガス分析計を開発し、2019 年 8月に発売
した。富士電機はこれらを組み合わせた EGCSを提供し
ている。
本稿では、排ガス監視装置としての船舶スクラバ向け
レーザ方式ガス分析計について述べる。

2　排ガス浄化システム（EGCS）

EGCSの全体構成を図2に示す。EGCSは、SOXスクラ
バ、ガス分析計、ならびに洗浄水の水質を監視する水質計
などを含む、各種の計測・制御・駆動機器から構成されて
いる。
EGCSにおけるガス分析計の要件は、国際海事機関

（IMO：International Maritime Organization）が発行
した EGCSガイドライン

⑷

に記載されている。SOXスクラ
バによって処理した排ガスに含まれる SO2と CO2を測定
し、これらのガス濃度比（SO2/CO2 比）を排ガス浄化性
能として、この比が規制値以下でなければならない。こ
の排ガス浄化性能は、燃料油中の硫黄分濃度（質量濃度）
と排ガス中の SO2/CO2 比（体積濃度比）とが比例関係
にあることを根拠としている（図3）。例えば、マルポー
ル条約では、燃料中の硫黄分濃度の規制値が 0.50%なの
で、排ガス中の SO2 (ppm) /CO2 (%) 比の規制値は 21.7
となる。CO2 濃度が 5.00%であったとすると、硫黄分の
高い燃料を使ってもスクラバで浄化した後の SO2 濃度が
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In order to help meet the requirements of intensifi ed marine vessel exhaust regulations, Fuji Electric has developed a laser gas 
analyzer for exhaust gas cleaning systems (EGCSs) as an exhaust gas monitoring system indispensable to EGCSs designed to comply 
with SOX regulations.  By using a laser, it is less susceptible to interference from undesired gases when performing measurement.  It 
is capable of correcting light-source fl uctuations by itself inside the system and does not require frequent calibration using calibra-
tion gas, achieving easy and less frequent maintenance.  In addition, using a compact optical system with optical-axis superposition 
and a build-in signal processing circuit has made it small and lightweight, facilitating the transport and installation of the entire 
detector component.  Furthermore, it has been certifi ed by classifi cation societies: ClassNK and DNV GL.
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図１　一般海域における船舶の燃料油中硫黄分濃度規制値の推移
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108ppm（小数点以下切り捨て）以下であればよい。し
かし、エンジン負荷や、スクラバの洗浄性能などにより、
SO2スクラバで処理した排ガスの SO2/CO2 比が絶えず変
化する。そのため、ガス分析計には、スクラバ出口の煙道
を流れる排ガスをリアルタイムかつ正確に測定することが
求められる。
EGCSに設置されたガス分析計などの計器による測定

に異常が発生した場合、1 時間以内に復旧できなければ
EGCSを停止させて、規制適合油に切り替えなければなら
ないと規定されている

⑸

。したがって、測定の長期的な安定
性は、EGCSにおいて最も重要な要件である。
また、運用面では顧客から次の要望がある。
⒜　狭小なスペースに設置可能であること
⒝　メンテナンスが容易で頻度が少ないこと

3　レーザ方式ガス分析計の特徴

船舶スクラバ向けレーザ方式ガス分析計を、2章で述べ
た実用上の要請に応えられるように開発した。次に、一般
的なレーザ分析計の測定原理と、本開発における船舶スク
ラバ向けに特化したレーザ方式ガス分析計の特徴をそれぞ
れ述べる。

3 . 1 　一般的なレーザ方式ガス分析計の特徴
⑴　装置構成
レーザ方式による排ガス分析計は図4に示す

⑹

ように、発
光部や受光部、データ処理部などで構成される。発光部の
レーザ素子には、発振波長が単一であり、かつ波長スペ
クトル線幅が狭い分布帰還型レーザ（DFB：Distibuted 
Feedback Laser）などが用いられる。受光部に内蔵され
ている受光素子には、光源の波長に感度を備えるフォトダ
イオードや光導電素子などが用いられる。
パージガスは、排ガス中のダストやミストといった汚

れから発光部および受光部を保護するために用いられる。
データ処理部では、レーザ光の吸光からガス濃度を演算し、
出力する機能を備えている。
⑵　測定原理
SO2、CO2などの各種ガス分子は、分子を構成する原子
種や結合エネルギーが異なることから、固有の吸収スペク
トルを持っている。赤外線の吸収スペクトルは、量子化さ
れた分子の振動準位や回転準位の間の遷移に対応した離散
的な多数の吸収線からなる。レーザ方式では、他ガス（測
定対象以外のガス）の吸収線と重ならない測定対象ガスの
吸収線を選び、その吸収線と同じ波長のレーザ光源を使っ
て測定することにより、他ガスの干渉を受けない測定がで
きる。
図4において、発光部から照射されたレーザ光は、測定
光路上にある排ガスを透過して、受光部で検出される。こ
のとき、レーザ光はランベルト・ベールの法則に基づき煙
道内の排ガスに含まれる測定対象ガス濃度に応じて吸収さ
れ、受光部の受光素子に到達する。この受光量を検知し、

（b）検出部 （c）中継ボックス

（a）採取部
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図 2　EGCSの全体構成
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図 3　燃料油中の硫黄分濃度と排ガス中の SO2/CO2 比の関係



特
集　

自
動
化
と
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
貢
献
す
る
計
測
・
制
御
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

富士電機技報　2020 vol.93 no.1

18（18）

船舶スクラバ向けレーザ方式ガス分析計

排ガス中の測定対象ガス濃度を測定する。ランベルト・
ベールの法則は次の式⑴で表される。

I (L) =I0exp (-knL)  ……………………………………⑴
I (L) ：受光強度
 I0 ：照射強度
 k ：比例係数
 n ：測定ガスの濃度（密度）
 L ：測定光路長

レーザ方式の長所は、他ガスの影響を受けにくいだけで
なく、光源の変動を装置の内部で自ら補正できるため、校
正ガスを用いた頻繁な校正を必要としないという点にある。
光源に用いる DFBレーザは、発光波長が単一であるだけ
でなく、駆動電流や駆動温度によって波長を変えることが
できるという特徴を備えている。そこで、測定対象ガスの
吸収スペクトルに対して、吸収強度が極大となる波長と、
吸収強度が極小となる波長で交互に測定する。これにより、
受光強度が光学系の汚れや光軸ずれで多少変動しても、安
定的にガスの吸収を抽出できる。
レーザ方式と、従来から用いられてきた非分散型赤外線

（NDIR：Non-Dispersive Infrared）方式との比較を表1
に示す。他ガスの干渉や、光源出力や受光量の変動を受け
にくいレーザ方式を使えば、高精度で安定な測定が可能で
ある。

3 . 2 　船舶スクラバ向けレーザ方式ガス分析計の特徴
船舶スクラバ向けレーザ方式ガス分析計の装置構成は図

2に示すとおりである。本製品は、次の三つのユニットと
それらを接続する配線、配管から構成されている。

⒜　煙道から排ガスを吸引し、ダストや水蒸気を除去す
る採取部

⒝　採取部から流入する測定ガス中の SO2と CO2のガ
ス濃度をレーザで測定する検出部

⒞　採取部と検出部への電源供給、通信ならびに外部イ
ンタフェースとの通信を行う中継ボックス

⑴　測定方式
船舶への適用に当たっては、温度や振動などの環境を考

慮して、測定方式を比較検討し、採取式を採用した。直接
挿入式と採取式の比較を表2に示す。直接挿入式では、図
4に示したように排ガスをその場で測定できるため、高速
応答（1～ 5 秒）が可能である

⑹

。この特長を生かして、排
ガス監視だけでなく排ガスの除害化や燃焼ガスの制御に用
いられる。一方、設置時に光軸調整が必要であり、煙道の
振動や変形による光軸ずれのリスク、校正時の取外しなど
の実用上の欠点がある。そこで、船舶用では、図5に示す
ようにガス流通セルに対して発光部と受光部が一体となっ
た検出部を採用することにより、前述の欠点を克服した。
また、排ガスの採取部の内部において測定を阻害するダス
トをフィルタで取り除くことにより、光学系を保護し、測
定の安定性をさらに高めている。
⑵　SO2ガスを検出する新型レーザ素子と受光素子
SO2ガスを ppmレベルで検出するためには、高い検出

感度が必要である。本製品では、SO2ガスの吸収強度が
最も大きい波長 7µm帯で発光可能な量子カスケードレー

エア
パージ
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データ
処理部

エア
パージ

煙　道

測定光路

レーザ光

排ガスの
流れ

図 4　一般的なレーザ方式ガス分析計の構成例

表 1　レーザ方式とNDIR 方式の比較

測定原理 レーザ方式 NDIR方式

波長範囲 特定の吸収線 複数の吸収線（吸収帯）

他ガスの干渉 吸収線の選定により
影響少 測定成分により影響あり

受光パワー変更の
影響

補正処理により影響少
⇒校正間隔長い

補正不可で影響大
⇒校正間隔短い

表 2　直接挿入式と採取式の比較

測定方式 直接挿入式 採取式

光軸調整 設置時に調整が必要 ガス流通セルと一体のため
出荷時の調整のみ

耐振動・衝撃 煙道の振動により光軸ずれ
のおそれあり

壁掛けの検出部で光軸ずれ
低減

光学系保護 エアパージによる保護 エアパージ不可能のため排
ガス前処理が必要

現場での校正 発光部、受光部を取り外す
必要あり

ガス流通セルが校正セルを
兼ねるため取外し不要

検出部

測定ガス
出口

測定ガス
入口

光透過窓

ガス流通
セル

光透過窓

DFBレーザ

QCL

発光部

フォトダイオード

光起電
力素子

受光部

図 5　検出部の光学系
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ザ（QCL：Quantum Cascade Laser）を新たに採用し
ている。この QCLは、機関室内部のような高温環境にお
いても安定した波長と出力で発光するように設計・製造・
評価されたものであり、約 10年間交換が不要である。ま
た、波長 7µm帯の受光素子には、環境に配慮した高感度
光起電力素子を採用した。
これらの素子により、SO2ガスの測定を 0～300ppm

の測定レンジにおいて ±1%フルスケール以下の測定精度
で実現している。
⑶　SO2ガスと CO2ガスを同時に検出する光学系
SO2と CO2のガス濃度比を正確に測定するためには、
一つのガスサンプルの SO2 濃度と CO2 濃度を同時に分析
する必要がある。一方、各ガスの吸収波長が異なるため、
それぞれのガス専用のレーザ素子や受光素子が必要になる。
そこで、検出部には光軸が重なった 2 組のレーザ素子と
受光素子を内蔵した光学系とした（図5）。また、光軸を
重ねる光学系をコンパクトにまとめ、信号処理回路も内蔵
することにより、小型・軽量とすることで検出部全体の運
搬と設置を容易になるようにした。
⑷　SO2ガスの損失を防ぐ採取部での温度管理と除湿
EGCSガイドラインでは、採取した排ガス中に含まれる

SO2ガスの溶解損失を防ぐよう定められている
⑷

。溶解損失
とは、採取した排ガスが通る配管中に液体状の水があると、
水に排ガス中の SO2が溶解するために、検出される SO2
濃度が低くなる現象である。
SOXスクラバは、排ガスに水を吹きかけて洗浄するため、

排ガスは湿っている。したがって、採取した排ガス（サン
プルガス）は結露しやすい状態である。結露すれば溶解損
失が発生するため、対策が必要となる。
従来のガス分析計では、加熱導管を使用している。この
導管では、採取部から検出部に至る導管を加熱するヒータ
と、保温するための断熱材があるため、設置スペースが大
きくなる欠点がある。船舶用においては、機関室などの限
られた狭小空間に、多大な電力を用いて高温（約 180℃）
に加熱し、スペースを要する加熱導管を配管するのは困難
である。
本製品の採取部では、洗浄した排ガス温度より高い状態
に保温し、結露を防止している。さらに、採取部の内部で
は、膜式エアドライヤを利用してサンプルガス中の水蒸気
を乾燥空気側に移動させることによりサンプルガスを乾
燥させている。このような対策により、溶解損失を防いで
いる。前述の対策により、採取部内でガスを乾燥した状態
にできるため、検出部に至る導管は加熱導管を必要とせず、
柔軟な配管設計が可能である。

4　EGCSへの適合認証

船舶スクラバ向けレーザ方式ガス分析計を船舶に適用す
るためには、旗国の承認が必要となる。そのために、船級
協会による型式認証試験（環境試験）および EGCS 適合
鑑定を受けている。型式認証試験では、船舶用機器に対す

る独自の温度試験、振動試験、EMC（Electromagnetic 
Compatibility）試験に合格している。性能試験では、
EGCSガイドラインで定められた正確さ、精度、ドリフト、
ノイズに加えて、実際のディーゼルエンジン排ガス測定に
よる NDIR 方式との同等性試験（図6）に合格し、一般財
団法人 日本海事協会と DNV・GL 船級協会からの認定を
取得した。

5　あとがき

船舶スクラバ向けレーザ方式ガス分析計について述べた。
レーザ方式の適用により長期的な安定性を実現した。また、
船舶用途に対する独自の設計により、小型・軽量で省メン
テナンス性を実現した。本分析計の適用により、EGCSの
自動化および安定的な稼働の実現を目指していく所存であ
る。
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