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1　まえがき

富士電機のガス分析計は，各種プラントでの燃焼管理，

排出ガス監視，プロセス制御など，幅広い産業でのガス濃
度の測定用として豊富な実績がある。中でも赤外線ガス分
析計は，窒素酸化物（NOx）や二酸化硫黄（SO2），一酸化
炭素（CO），二酸化炭素（CO2）の測定に用いられ，環境
の見張り役として，ごみ焼却，ボイラ，鉄鋼生産，セメン

ト生産などの各種工業炉から排出される燃焼排出ガスの測
定，炉内ガス監視，制御に活用されている。

近年，燃焼炉や焼却炉の制御技術の進歩ならびに有害
物質の除去技術の進歩によって，排出ガス中の NOx，SO2，

CO2 の低濃度化が進んできている。そのため，測定の目的
に，従来の排出ガスを管理・監視するということのほかに，

排出していないこと，または低濃度であることを証明する

ということも加わり，低濃度のガスを安定して測定したい

という要求が強くなってきている。

海外，特に中国やインドをはじめとする新興国は，著し

い経済発展の下，この分野の大きな市場を生み出している。

海外でも幅広く使用されるためには，性能はもとより，取

扱い方法の共通化と容易さも求められる。

本稿では，高性能かつ容易な取扱いを実現した新型ガス

分析計について述べるとともに，その適用例を紹介する。

2　製品の概要

富士電機の赤外線ガス分析計のラインアップには，シン

プルな構造で小型なシングルビーム方式と，高精度だが大
型で複雑な調整を要するダブルビーム方式とがある。図₁

にシングルビーム方式の測定部構成を，図₂にダブルビー

ム方式の測定部構成を示す。

今回，簡単な構造で取扱いが容易なシングルビーム方式
で，従来のダブルビーム方式以上の高性能を得ることを目
指し，小型高感度赤外線ガス分析計「ZP シリーズ」を開
発した。

シングルビーム方式にて，①測定部の高感度化，②サン

プルスイッチング方式の採用による安定性向上を図り，低
濃度まで測定ができ，取扱いの容易な分析計の開発に成功
した。また，部品共通化により，低濃度測定から高濃度測
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定までの要求に柔軟に対応できる製品ラインアップとした。

3　外観および仕様

図₃に ZP シリーズの外観を，表₁に主な仕様を示す。

従 来のシングルビーム方 式の測 定レンジ域（0 〜

200 ppm）をカバーする汎用機（形式：ZPA），従来のダ

ブルビーム方式のレンジ域（0 〜 50 ppm）をカバーする

高級機（形式：ZPB），さらに低濃度 0 〜 5 ppm の測定を

可能とした低濃度機（形式：ZPG）をシリーズとして提供
している。

4　製品の特徴

⑴　小型高感度測定
従来の赤外線ガス分析計の検出器に使用しているマス

フローセンサのセンサ膜を薄膜化することにより，検出
器の感度を向上させた。併せて測定部の小型高感度化に

より，シングルビーム方式での最小測定範囲（従来，0 〜

200 ppm）が，0 〜 5 ppm と 40 倍もの高感度測定が可能
となった。

測定部の小型化により，次項で詳述するサンプルスイッ

チング機能を搭載しても，従来のシングルビーム方式分析
計と同じサイズであり，従来のダブルビーム方式分析計と

比較すると体積で 1/2 以下となっている（図₄）。

⑵　ゼロ点のドリフトキャンセル

従来は，シングルビーム方式での低濃度測定は，周囲温
度変化の影響や，測定セル内部の汚れなどによるゼロ点の

ドリフトが大きく，安定性〔ゼロ点のドリフト性能（288
ページ「解説 4」参照）〕の面でも，0 〜 200 ppm レンジ

での測定が限界であった。本製品では，サンプルスイッチ

ング方式を採用し，低濃度測定においても安定した測定を

可能とした。図₃　「ZP シリーズ」の外観

表 ₁　「ZP シリーズ」の主な仕様

項　目 ZPA ZPB ZPG

測定原理および測定成分 NO，SO2，CO2，CO，ＣH4：非分散型赤外線吸収法，
O2：磁気式，ガルバニ電池式，専用ジルコニア式から選択

測定方法 標　準 サンプルスイッチング

レンジ比率 最大1:10

最小測定範囲

 NO ： 0 ～ 200 ppm
 SO2 ： 0 ～ 200 ppm
 CO2 ： 0 ～ 100 ppm
 CO ： 0 ～ 200 ppm
 CH4 ： 0 ～ 500 ppm

 NO ： 0 ～ 50 ppm
 SO2 ： 0 ～ 50 ppm
 CO2 ： 0 ～ 50 ppm
 CO ： 0 ～ 50 ppm

 NO ： 0 ～ 10 ppm
 SO2 ： 0 ～ 10 ppm
 CO2 ： 0 ～   5 ppm
 CO ： 0 ～   5 ppm

O2：0 ～ 5 vol%（磁気式，専用ジルコニア式の場合）

最大測定範囲

 NO ： 0 ～ 5,000 ppm
 SO2 ： 0 ～   10 vol%
 CO2 ： 0 ～ 100 vol%
 CO ： 0 ～ 100 vol%
 CH4 ： 0 ～ 100 vol%

 NO ： 0 ～ 5,000 ppm
 SO2 ： 0 ～ 5,000 ppm
 CO2 ： 0 ～ 25 vol%
 CO ： 0 ～ 5,000 ppm

 NO ： 0 ～ 100 ppm
 SO2 ： 0 ～ 100 ppm
 CO2 ： 0 ～   50 ppm
 CO ： 0 ～   50 ppm

O2：0 ～ 100 vol%（磁気式の場合）

暖機時間 4時間 2時間

外部入出力

アナログ出力　DC4 ～ 20 mA 550 Ω以下　12点
アナログ入力　0 ～ 1 V　1点

接点出力　DC24 V 1 A　最大15点
接点入力　DC12 ～ 24 V/5 ～ 20 mA　最大9点

同　最大4点
同　1点

同　最大15点
同　最大6点

電源・消費電力
AC100 ～ 240 V

50/60 Hz，約100 VA 50/60 Hz，約120 VA 50/60 Hz，約100 VA

外形寸法（mm） 483（W）×418（D）×132.5（H）

直線性 ±1.0%FS以内

繰返し性 ±0.5%FS以内（0 ～ 200 ppm未満は±1.0%FS以内）

ドリフト（ゼロ点）
±2.0%FS以内/週

（0 ～ 500 ppm未満のNO，SO2

計は±2.0%FS以内/日）
±0.5%FS以内/週

ドリフト（スパン） ±2.0%FS以内/週

応答速度（90%応答） 30秒以内
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図₅に，サンプルスイッチング方式の構成図を示す。

サンプルスイッチング方式は，試料ガスとゼロガス相当
の比較ガスを一定周期で切り換えて測定部へ導入し，交互
に測定することにより，常にゼロ点を監視しながらの測定
となる。これにより，原理的にゼロ点のドリフトをキャン

セルする。図₆に，ゼロ点のドリフトキャンセルの仕組み

を示す。“濃度相当分”としているところが測定値に対応
するため，ゼロ点がドリフトしていても，出力の変化分の

み見ているため，ドリフト分は無視できる。

これにより，ゼロ点付近の測定においても安定して測定

することが可能となった。

⑶　簡単なメンテナンス

シングルビーム方式のため，ダブルビーム方式では必要
な光学バランス調整が不要である。また，測定部の構成が

簡素であり，セルの清掃などメンテナンス作業が容易に

なった。

⑷　幅広い測定範囲のシリーズ化
高濃度測定を必要とされる金属熱処理やバイオマス・廃

棄物関連発生燃料の監視用途から，低濃度測定が必要な低
濃度排出ガス監視や純ガス中の不純物監視などの用途まで，

ZP シリーズで幅広く適用できる。

5　適用例

次に，本分析計を使用した適用例を紹介する。

実際の使用の場面では，ダスト除去や除湿機能を備えた

前処理装置とともに使用することが必要になる。表₂に，

ZP シリーズの主な適用例と機種を示す。

⑴　火力発電のボイラ
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（ｂ）新型機：シングルビーム方式「ZPシリーズ」

（a）従来機：ダブルビーム方式「ZKJ」

図₄　従来機と新型機の比較（側面図）
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図₆　ゼロ点のドリフトキャンセルの仕組み

表₂　「ZP シリーズ」の主な適用例と機種

  市場・
  業種 対　象 測定対象成分・レンジ* 機種

ごみ焼却

公害監視
（排出ガス測定）

NOx 0～50…   200 ppm
SO2 0～50…   500 ppm
CO 0～50…1,000 ppm
CO2 0～10…20 vol%
O2 0～  10/25 vol%

ZPB

焼却炉燃焼管理 CO 0～1,000 ppm
O2 0～5…25 vol% ZPA

鉄　鋼

公害監視
（加熱炉，ボイラ排出

ガス測定）

NOx 0～50…200 ppm
SO2 0～50…500 ppm
CO 0～     1,000 ppm
CO2 0～10…20 vol%
O2 0～  10/25 vol%

ZPB

加熱炉，
ボイラ燃焼管理

CO 0～1,000 ppm
O2 0～5…25 vol% ZPA

脱硫，脱硝設備監視，
制御

高炉発生ガス監視，
転炉発生ガス監視

コークス炉発生ガス監
視，真空脱ガス監視

CO 0～20…100 vol%
CO2 0～10…   50 vol%
O2 0～1……  25 vol%

ZPA

セメント
製造

公害監視
（排出ガス測定）

NOx 0～100 ppm
SO2 0～100…1,000 ppm
O2 0～10/25 vol%

ZPB

キルン内ガス監視，
石炭粉砕機出口など

CO 0～2,000 ppm
O2 0～5…10 vol% ZPA

熱処理炉 熱処理炉雰囲気監視，
制御

CO 0～20…25 vol%
CO2 0～1  …   5 vol%
CH4 0～10…30 vol%
O2 0～1  …10 vol%

ZPA

電　力

公害監視
（排出ガス測定）

重油ボイラ

NOx 0～50…1,000 ppm
SO2 0～50…2,000 ppm
O2 0～10/25 vol%

ZPB

公害監視
（排出ガス測定）

ガスタービン

NOx 0～10…100 ppm
O2 0～10/25 vol% ZPG

ガス供給 製造物監視，
不純物監視

CO 0～5…10 ppm
CO2 0～5…10 ppm ZPG

＊ NOx は，コンバータで NO に変換し，分析計では NO として測定
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図₇に，火力発電所における分析計適用例を示す。

火力発電所では，重油，石炭，天然ガスなど各種燃料の

燃焼により，ボイラで沸騰させた蒸気でタービンを回し発
電する。ガス分析計は，ボイラの燃焼制御用に O2，CO を

計測するほか，燃焼後の排出ガスから窒素酸化物を除去す

る脱硝装置の制御・監視用に装置の前後での NOx，煙突
から排出される排出ガス監視用に NOx，SO2，O2 を計測す

る。近年，脱硫・脱硝プロセスの改善および原料の高品
質化により，煙突から出る排出ガスの浄化が進んでおり，

NOx，SO2 では，10 ppm 前後まで低減してきている。

また，CO2 排出量が他に比べて少ない天然ガスを燃料と

したガスボイラやガスタービンが注目されており，これら

の排出ガス濃度はさらに低くなっている。

サンプルスイッチング方式により，安定した低濃度測定
が可能な ZP シリーズは，このような低濃度化の市場ニー

ズに応えることができる。

⑵　鉄鋼分野
図₈に，製鉄所における分析計適用例を示す。

製鉄所においては，高炉，転炉，コークス炉などの各種
炉の燃焼管理および排出ガス回収のための CO ガス濃度測

定，爆発防止のための O2 測定など，CO，CO2，O2 濃度を

監視している
⑵

。これらの測定濃度範囲は，CO：0 〜 100%，

CO2：0 〜 50%，O2：0 〜 25% 程度である。

また，省エネルギーの観点からも，これらの炉からの排
出ガスを燃料として発電し，事業所内の電力を賄うことも

一般的に行われている。ここで発電用燃料の燃焼排出ガス

監視用として，NOx，SO2 を計測する。

いずれも 10 ppm 前後の低い排出濃度であるため，低濃
度測定が求められる。

炉ガスの高濃度測定から排出ガスの低濃度測定まで，

ZP シリーズで対応できる。したがって，多数の分析計の

取扱いを覚える必要がなく，メンテナンス部品も共通とな

るため，管理上もメンテナンス上もメリットが大きい。

⑶　セメント製造プロセス

図₉に，セメント製造プロセスにおける分析計適用例を

示す。

セメント製造は，原料の石灰石，粘土，けい石，酸化鉄，
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石こうを乾燥させてから粉砕機に注入し，粉末状にする。

それらをサイクロンに投入することにより，均一に混合し

サイロで保管する。プレヒータで混合原料を加熱してから

ロータリーキルン内のバーナによって焼成し，クリンカを

作製する。クリンカを冷却してから再度粉砕処理を行い，

セパレータによりクリンカ粉末の粒径を均一にする。セメ

ントプラントを管理するには，ロータリーキルン内の燃焼
管理，ならびに焼成の燃料となる石炭の安全監視，排出ガ

スの公害監視が必要である。特に燃焼管理は，セメントの

品質を決める重要な要素である
⑶

。

ロータリーキルンの燃焼管理をするために CO，CO2，

O2 を，プラント全体の排出ガスの公害監視用に NOx，SO2，

CO，CO2，O2 を計測する。

⑷　ごみ処理施設
富士電機のガス分析計は，ごみ処理工場に多くの実績が

ある。図₁0 に，ごみ処理施設における分析計適用例を示す。

ごみ処理施設では，廃棄物を焼却させることにより発生
する排出ガスの監視用に使用する。

測定対象成分は，NOx，SO2，CO，O2 である。CO は焼
却施設からのダイオキシン発生を防ぐための目安として測
定されているため，通常は数 ppm に抑えられていること

が多い。NOx，SO2 においても，排出ガス浄化装置の設置
に伴って，数 ppm から数十 ppm 程度に抑えられている。

したがって，低濃度まで測定可能な ZP シリーズが効果的
に利用できる。

また，近年，廃棄物の発酵を利用したバイオマス発電な

ども注目を集めており，発生する CO2 やメタン（CH4）の

監視用にも分析計が使用される。

⑸　ガス供給設備
半導体や石油化学などのプラントには，窒素やアルゴ

ン，酸素などのガスの精製供給設備が併設されている。供
給ガス中に含まれる不純物である CO2 や CO の監視をす

る装置がつけられる。プラントで作られる製品や工程の

品質を左右するこれらの不純物の濃度を安定に測定する

ことが求められている。測定対象ガスは，CO，CO2 で，0
〜 5 ppm または 0 〜 10 ppm の測定範囲を必要としており，

ZP シリーズ分析計の適用が可能である。

⑹　大気環境測定
近年，温室効果ガスによる地球温暖化を防止することが

注目されている。温室効果ガスには CO2，CH4 などが挙げ

られる。地球環境の長期的な観測という目的で，赤外線
式の CO2 計が用いられている。長期安定性に優れる ZP シ

リーズは，大気中の CO2 の長期連続測定に最適である。

6　あとがき

小型高感度赤外線ガス分析計「ZP シリーズ」では，シ

ングルビーム方式を使用し，高感度化とゼロ点のドリフト

キャンセルによって，低濃度測定を実現した。また，ZP
シリーズの装置の取扱い方法の共通化も行った。本稿で紹
介した製品は，各種プラントの燃焼管理や排出ガス測定に

幅広く適用可能である。今回は測定部の開発を行い，製品
をラインアップ化した。

今後は，比較ガスの前処理など本分析計に最適化したガ

ス分析装置の開発と，さらに広い分野への適用を図るため

に，防爆対応品の製品化を進めていく所存である。
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図₁₀　ごみ処理施設における分析計適用例
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