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まえがき

地球温暖化，環境ホルモン，大気汚染，水質汚染などの

環境への影響がますます注目されるようになってきている。

1967年（昭和42年）に公害対策基本法が制定され，その

なかで「人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで

維持されることが望ましい基準」として環境基準が設定さ

れて以来，各種の環境規制法が急速に整備されてきた。こ

のなかで，硫黄酸化物，ばいじん，塩化水素や窒素酸化物

などのばい煙，廃棄物焼却炉からのダイオキシン類，悪臭

やベンゼン，トリクロロエチレンなどの揮発性物質，水素

イオン濃度（pH），生物化学的酸素要求量（BOD）など

の排出規制が実施されてきた。

最近では，地球温暖化防止対策が地球規模での緊急の課

題と認識され，1997年12月の気候変動枠組み条約第 3回締

約国会議（地球温暖化防止京都会議）で日本は1990年比

6％の温室効果ガス（二酸化炭素，亜酸化窒素，メタンな

ど）の削減を2008年から2012年の間に実行することとなっ

ている。

環境計測器の国内生産高も，1996年から回復基調が続い

ており，1998年度は他の計測器の減少のなかで約 10 ％拡

大している（日本分析機器工業会統計）。

本稿で述べる小形ガス分析装置の測定対象となる工場，

事業所などのばい煙発生施設（固定発生源）から排出され

る有害ガスの測定監視は，昭和40年代初めにまず亜硫酸ガ

ス（SO2）から始まり，次いで昭和40年代後半には窒素酸

化物（NOx）が，1990年代初めには廃棄物焼却炉からのダ

イオキシン類排出対策用として，一酸化炭素（CO）が対

象（1997年に対象焼却施設が拡大）になった。今後は温室

効果ガス（二酸化炭素，亜酸化窒素，メタンなど）の測定

監視の増加が見込まれる。

富士電機では1952年（昭和27年）に日本で初めて赤外線

分析計の製造を開始し，市場要求にこたえて固定発生源の

二酸化硫黄，窒素酸化物，一酸化炭素分析装置を開発し，

環境計測の一端を担ってきた。最近では小規模施設まで規

制の範囲が広げられ，設置スペース削減，小形化への要求

が強まっている。今回，これらの要求に応じ，小形，省設

置スペースの大気汚染監視用の多成分（NOx，SO2，CO，

CO2，O2 の 5 成分）分析装置，廃棄物焼却炉の CO，O2

分析装置を開発したので紹介する。

コンセプト

小形・多成分同時測定

前処理部，分析部および入出力部をそれぞれ19インチ

ラックサイズにモジュール化し，小形化と標準化を図ると

ともに，多成分計では最小測定レンジ 0～ 100 ppmの高

性能分析装置を構成する。

ユーザーフレンドリーなヒューマンインタフェース

大形 LCDを採用し，メニュー対話方式により操作性を

向上させるとともに，前面保守構造として使いやすい分析

装置を構成する。

豊富な機能を標準装備

ダイオキシン類排出規制に対応した機能や自動校正機能，

各種演算出力などを標準装備する。

構　成

図１に小形多成分分析装置（形式 ZSU）および図２にダ

イオキシン対策用 CO/O2 分析装置（形式 ZSQ）の外観を

示す。両装置とも正面上段に入出力モジュール，中段に分

析部，下段に前処理部（サンプリングモジュール）を収納

し，それぞれ引出し構造により前面からの保守が可能となっ

ている。ロッカ下部に校正用ガスボンベを収納する。

サンプリングモジュール部はオプションとして記録計を

内蔵可能である。

図３に 5成分同時測定の場合のサンプリングシステムの

例を示す。煙道に取り付けられたガス採取器には電気加熱

形の一次フィルタが内蔵されており，ここから吸引された

試料ガスはガスコンディショナでミスト除去・ドレン分離

された後サンプリングモジュールに導入される。このモ

ジュールには除湿のための電子式ガス冷却器，流量計，メ
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ンブレンフィルタおよび校正ガス用電磁弁が内蔵されてい

る。今回，小形電子式ガス冷却器を開発し前処理部の小形

化・モジュール化を可能にした。

分析モジュールにはダブルビーム赤外線ガス分析部を２

台内蔵でき，４成分の同時測定が可能である。ワンポイン

トチョッパ（光束断続器）とマスフロー形検出器により高

い SN比を確保している。NOx，SO2 の最小測定レンジは

０～ 100 ppmで，低濃度域を高精度で安定して測定できる。

また標準 2レンジ切換で最大 1：20 のレンジ比を得られる。

赤外線ガス分析計は，ヘリウムのような単原子分子や窒

素のような二原子分子を除き，ガスがそれぞれ固有の波長

の赤外線を吸収し，その吸収量がガスの濃度に比例するこ

とを応用している。図４にダブルビーム赤外線ガス分析計

の原理図を示す。光源から放射された赤外光は，チョッパ

によって断続光とされた後，分配セルによって二光束に分

けられ，一方は赤外線を吸収しないガスが封入された基準

セルを，他方は測定ガスが導入される試料セルをそれぞれ

透過して検出器に入射する。検出器の二つの膨張室には通

常測定対象成分ガスが封入されており，入射した赤外線を

吸収し，その吸収量に比例して膨張する。試料セルの中で

富士時報 Vol.72 No.9 1999

495（25）

ガス採取器 

CO 
/N2

スパン 

O2 
/N2

スパン 

CO2 
/N2

スパン 

SO2 
/N2

スパン 

NO 
/N2

スパン 

減圧弁 

電磁弁 

ジルコニア 
O2センサ 

赤外線ガス 
分析計 

NO
コンバータ 

/NOx

標準ガス（3.4L） 

エア 

ゼロ 

電子式 
ガス冷却器 

ドレン 

排気 

ガス吸引器 

ガスコンディショナ 

測定ガス 
導入口 
φ10/φ8継手 
（Rc3/8） 

ガス導管 

AC100V

15°以上 

記録計 
（オプション） 

サンプリングモジュール 

メンブレンフィルタ 

流量計 

CO, CO2

NO, SO2

O2

図３　サンプリングシステム

図１　多成分分析装置（形式ZSU） 図２　CO/O2 分析装置（形式ZSQ）
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図４　ダブルビーム方式分析計の原理構成図

A7369-18-387 A7164-18-106



大気汚染監視用小形赤外線ガス分析装置

は，測定ガス中の成分ガスの濃度に応じて吸収をうけるた

め，測定セル側膨張室に入射する光量は基準セル側膨張室

に入射する光量より少なくなり，そのため両膨張室間に圧

力差を生じる。両膨張室を流路でつなぐと圧力差に応じた

微少ガス流が発生する。この流れを高感度マスフローセン

サによって検出する。入射光を遮断すると，圧力差が解消

される方向に逆向きの流れが生じるので，チョッパによる

入射光の断続により交流信号が得られる。これを同期整流

して測定対象ガス濃度に比例した直流信号を得る。

ダイオキシン対策用 CO/O2 分析装置の場合には，分析

部にシングルビーム赤外線 CO計を用いている。図５にそ

の原理図を示す。二つの膨張室は赤外線透過窓により仕切

られ，光軸に対して直列に配置されている。両膨張室間の

圧力差により発生するガスの流れをマスフローセンサによっ

て検出する。この方式は主として CO，CO2 などを測定す

る工業用分析計に用いられ，シンプルで保守性に優れた構

成となっており，多くの実績がある。

酸素濃度は安定性に優れたジルコニアセンサを用いて測

定し，排ガス濃度の空気による希釈度合いを補正するため

の演算（O2 換算）に用いる。

校正ガス用電磁弁は分析モジュールの信号処理部により

制御され，自動校正が行われる。

図６に表示操作部を示す。最大 5成分の瞬時値，O2 換

算値，平均値の測定モード画面 3画面とメニューモード画

面により，対話方式で操作できる。また，最も基本的な操

作であるゼロ点およびスパン校正には専用キーを用意し，

ワンタッチ校正とした。日本語メニュー（英文も可）を用

いた操作性の向上は，誤操作などによるフィールドでのト

ラブルを大幅に解消し，計器に対するユーザーの信頼感を

増すためのキーとなっている。
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図５　シングルビーム方式分析計の原理構成図

図６　表示メニュー

表１　多成分分析装置（形式ZSU）の主な仕様 

測 定 対 象  煙道排ガス中のNO ，SO2，CO，CO2，O2x

測 定 方 式  
NO 
O2：ジルコニア式 

，SO2，CO，CO2：非分散形赤外線方式 x

測 定 範 囲  

NO ：0～100…5,000 ppm 
SO2：0～100…5,000 ppm 
CO ：0～200…5,000 ppm 
CO2：0～5…20 vol％ 
O2    ：0～10/25 vol％ 
（各2レンジ切換，最大レンジ比1：20，除くO2） 

x

表 示 方 式  ディジタル（LCD）4けた（全成分同時表示） 

繰 返 し 性  ±0.5％フルスケール 

直　線　性 ±1.0％フルスケール 

ド リ フ ト  
ゼロ　±2.0％フルスケール/1週間以内 
　　　（O2 は±2.0％フルスケール/1か月以内） 
スパン±2.0％フルスケール/1週間以内 

試 料 流 量  約2 L/min

応 答 速 度  （装置入口から90％応答）SO2：4分，その他：2分 

出　　　力 DC4～20 mA 生出力，換算出力，平均出力（最大12） 

接点入出力 

�自動校正中，保守中，分析計異常，濃度アラーム， 
　レンジ情報，COピークカウント/アラーム 
�自動校正開始，レンジ切換，出力ホールド， 
　平均値リセット，ポンプオンオフ 

機　　　能 

自動校正 
O2 換算演算 

平均値演算（1分～4時間可変） 
リモートレンジ切換 
濃度アラーム 

COピークカウント/アラーム 
計量法に基づく型式承認取得済み 

電　　　源 AC100 V　50 Hz または60 Hz

消 費 電 力  約600 VA（加熱導管を含まず） 

外 形 寸 法  
屋内用：1,550（H）×600（W）×800（D）mm 
屋外用：1,640（H）×615（W）×910（D）mm 
（屋内用・屋外用とも外付けガスコンディショナ含まず） 

質　　　量 約170 kg
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性能・仕様

表１に小形多成分ガス分析装置（形式 ZSU），表２にダ

イオキシン対策用 CO/O2 分析装置（形式 ZSQ）の主な仕

様を示す。横幅は両分析装置とも 600mmで，設置床面積

は当社従来比 25 ％（ZSU）～ 40 ％（ZSQ）減少し，省設

置スペースを実現している。また，両装置とも計量法に基

づく型式承認を取得済みであり毎個検定を受けることによ

り，測定値を取引きまたは証明に用いることが可能である。

あとがき

富士電機が長らく培ってきた環境用および工業用分析計

の技術をベースとして，小形化と使いやすさに焦点をあて

て開発した二つの機種についてその概要を紹介した。環境

についての取組みが強化されるにつれて，これまで分析計

と疎遠であった分野でも汚染物質の測定が必要となってい

くと思われる。広い意味でのユーザーフレンドリーな分析

計の必要性が増していくであろう。本装置がその特長を生

かして，幅広い分野で応用されていくことを期待する。

今後とも，ユーザーニーズにこたえるための技術開発を

通じ人間に優しい環境作りの一端を担っていきたいと考え

る。
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表２　CO/O2 分析装置（形式ZSQ）の主な仕様 

測　定　対　象 CO，O2

測　定　方　式 CO：非分散形赤外線方式，O2：ジルコニア式 

測　定　範　囲 
CO：0～200/1,000 ppmまたは 
　　 0～500/2,000 ppm 
O2 ：0～25 vol％ 

繰　返　し　性 ±0.5％フルスケール 

ゼ ロドリフト  
CO：±2％フルスケール/週 
O2 ：±2％フルスケール/月 

直　　線　　性 ±1％フルスケール 

応　答　速　度 （装置入口から90％応答）　90秒 

スパンドリフト ±2％フルスケール/週 

出　　　　　力 
DC4～20 mA（CO瞬時値，O2 瞬時値， 
O2 換算 CO瞬時値，O2 換算CO移動平均値/1時間 
および4時間） 

機　　　　　能 

自動校正 
O2 換算演算 
平均値演算（移動平均時間1時間，4時間） 
規制値オーバのカウント/アラーム 
記録機能（マイクロジェット記録計内蔵：オプション） 
　記録内容：CO瞬時値，O2 瞬時値， 
　　　　　　O2 換算CO瞬時値， 
　　　　　　O2 換算CO移動平均値， 
　　　　　　燃焼ガス温度×2（K熱電対入力） 
計量法に基づく型式承認取得済み 

周　囲　条　件 －5～＋40℃，90％RH以下 

電源（消費電力） AC100 V，50/60 Hz（約400 VA） 

外　形　寸　法 
600（W）×1,550（H）×650（D）mm 
（外付けガスコンディショナ含まず） 

質　　　　　量 約140 kg
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