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まえがき

富士電機は，プロセス用の赤外線ガス分析計を発売して

約 50 年の歴史がある。この間，ボイラ制御，鉄鋼や熱処

理工業炉内雰囲気制御，ダイオキシン類対策用一酸化炭素

（CO）計を含む固定発生源用窒素酸化物（NOx）計，二

酸化硫黄（SO2）計，自動車排ガステスタなどその時代の

プロセス制御や環境対策用途に応じたガス分析計を開発し

お客様にご使用いただいている。シングルビーム式の赤外

線ガス分析計は，比較のための光路および測定室（セル）

が不要で構造がシンプルなために一般工業プロセス用とし

て 1 万台以上の実績がある。

本稿では，従来の 2 成分測定シングルビーム式赤外線ガ

ス分析計に対して 1 台の分析計で酸素（O2）を含む最大 4

成分のガスを同時測定可能とし，操作性および各種機能を

向上させたシングルビーム式赤外線ガス分析計（型式：

ZRJ）の仕様，特徴および最近の用途について紹介する。

特　徴

最大 4成分の同時測定

CO2，CO，メタン（CH4），SO2の中から最大 3成分お

よび O2を加えて 4 成分の同時測定が可能である。O2 計は

測定ガス中に可燃性ガスが存在しても測定可能な精度のよ

いダンベル形磁気力式を採用している。また，富士電機の

ジルコニア酸素計を含む外部設置の O2 計信号入力で測定

値表示が可能である。

長期安定性

独自の長寿命光源，測定部を持つ安定した光学系は，測

定セルの汚れに起因するドリフトが少ない。また，熱線風

速型のマスフローセンサを採用した検出器は，信頼性が高

く長寿命でノイズが少なく耐震性にも優れている。

少ない他ガスの干渉影響

ユニークな透過型直列二層構造の検出器により他ガスの

干渉影響が非常に小さい。

メンテナンスが容易

ダブルビーム式の光学系に比べて光学バランス調整が不

要で，シンプルな測定部ユニット構成のため保守性に優れ

ている。

分かりやすい操作性

大型液晶画面の採用により対話形式の操作が可能となり，

初めてでも使いやすく操作性がよい。

豊富な機能

ゼロスパン自動校正，測定値 O2 換算出力および移動平

均出力，上下限警報出力，自己診断機能，各種リモート入

力，RS-232C（Modbus
〈注〉

）通信など豊富な機能を持つ。

外観および主な仕様

シングルビーム式赤外線ガス分析計の外観を図１に，主

な仕様を表１に示す。

測定原理

４.１ シングルビーム式赤外線ガス分析計

図２にシングルビーム式赤外線ガス分析計の構成を示す。

単光源，単光路の非常にシンプルな構造である。光源から

放射された赤外線はチョッパによって一定周期で断続され
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〈注〉Modbus ： Gould Modicon 社の登録商標

図１　シングルビーム式4成分赤外線ガス分析計
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た後，測定セル中の測定成分によりその一部が吸収され検

出器に到達する。

検出器は前部膨張室および後部膨張室からなり，通常測

定成分ガスと同種のガスが封入されている。また，両室は

細い通路で結ばれ，その中間にマスフローセンサが設けら

れている。検出器に到達した赤外線は，前室でその一部が

吸収された後，後室で残りを吸収する。この赤外線吸収に

より両室の圧力上昇量に差が生じるように設計されている

ために，両室を結ぶ通路に微少なガスの流れが発生する。

この微少な流れはマスフローセンサにより検知され，電気

信号に変換される。検出器に到達する赤外線は，前述のよ

うにチョッパにより周期的に断続されるので検出器出力は

交流となる。検出器信号はゼロガス流通時に最大となり，

測定ガスの濃度が増加するに従って小さくなる。

測定ガス中に測定成分ガスと赤外線吸収波長帯が一部重

なる干渉成分がある場合，同様に検出器の両室で圧力上昇

を生じるが，この場合，ほとんど同程度の圧力上昇となる

ように設計されているので互いに打ち消し合ってその影響

は非常に少なくなっている。

４.２ 内蔵ダンベル形磁気力式酸素計

図３にシングルビーム式プロセス用 4成分赤外線ガス分

析計に内蔵するダンベル形磁気力式酸素計の原理図を示す。

この方式は，他の共存する測定成分に比べて大きな常磁性

を持つ酸素の物理的性質を利用している。

磁界の中に非磁性体の二連球（ダンベル形状）が励磁コ

イルとともに金属線でつるされている。ゼロガスを測定す

るとき，二連球は中央に固定されている反射鏡でセンサブ

ロック内に設置された発光ダイオードからの光を反射し，

2 個のホトダイオードが受光した信号の差を感知して励磁

コイルに電流を流しバランスした状態にある。

酸素を含む測定ガスを二連球の周囲に導くと酸素が球体

を押しのけて磁界の最も強い部分に近づこうとするため，

球体を磁界の外に押し出そうとする力が働き，つり線はね

じられる。このねじれは二連球中央の反射鏡により光量の

バランス変化として各ホトダイオードで検出され，ねじれ

を元に戻すように電流を励磁コイルに流す仕組みとなって

いる。この電流の大きさが酸素濃度に比例しているのでこ

の値から酸素濃度を測定する。

プロセスへの適用例

図４に本分析計の基本的なサンプリングシステムを示す。

吸引された測定ガスは一次フィルタで除じん，ガスクーラ

により除湿，流量調節，二次フィルタを通過して前処理後

分析計に導入される。ジルコニア酸素計などの外部設置の

O2 計は，分析計の後段に接続する。分析計は排出口の圧

力の影響を受けるので大気開放での使用を前提としている。
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図２　シングルビーム式赤外線ガス分析計の構成
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図３　ダンベル形磁気力式酸素計の構成表１　主な仕様 

測定方式 

測定成分および 
測定範囲 

性　能 

アナログ出力 
通信機能 

接点出力 

接点入力 

電源，消費電力 

周囲温度，湿度 

外形寸法 

取付け 

ケース材質，色 

測定ガス出入口 

標準測定ガス条件 

CO2，CO，CH4，SO2：非分散型赤外線吸収法 
　　　　　　　　　　　（シングルビーム式） 
O2：ダンベル形磁気力式 

CO2：0～500ppm…100vol％ 
CO ：0～200ppm…100vol％ 
CH4：0～1,000ppm…100vol％ 
SO2：0～1,000ppm…5,000ppm 
O2    ：0～5vol％…100vol％ 

繰返し性　：フルスケールの±0.5% 
直線性　　：フルスケールの±1% 
ドリフト　：フルスケールの±2％／週 
応　答　　：15秒（90％応答） 

DC4～20mAまたはDC0～1V 
RS-232C（Modbusプロトコル） 

計器異常，レンジ識別，上下限濃度警報など 

レンジ切換，自動校正スタートなど 

AC100～240V，70VA

－5～＋45℃，95％RH以下 

177（H）×483（W）×493（D）mm

19インチラック取付け 

鋼板，オフホワイト 

Rc1/4 またはNPT1/4

流   量：1±0.5L/min 
温   度：0～50℃ 
圧   力：10kPa 
ダスト，ミストないこと   
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プラント設備のガス条件に合わせてサンプリングシステム

にガス洗浄器，除湿の強化など各種補器類が追加される。

本分析計の測定範囲に合致した適用例と特徴を次下に述べ

る。

５.１ 製鉄・精錬分野

高炉，転炉，コークス炉など各種炉の燃焼管理および排

ガスの回収のための COガスの濃度測定，爆発防止のため

の O2 測定など CO，CO2，O2 濃度が監視されている。測

定範囲は，CO：0 ～ 100 ％，CO2：0 ～ 50 ％，O2：0 ～

5/25 ％程度である。

サンプリングでは，高速応答，ダスト対策の強化，測定

点の多点切換システム対応，分析計内のパージなどがポイ

ントとなる。

５.２ 熱処理炉

図５に金属熱処理炉における分析計の適用例を示す。

金属加工・素材熱処理産業では，金属加工製品の浸炭，

焼入れ，焼なまし用の各種の熱処理炉が使用されている。

金属熱処理と深い関係のある炉内ガスの炭素位〔CP

（Carbon Potential）値〕は，CO2ガス濃度と相関があり，

CO2 測定による炭素位のコントロールは安定した製品品質

の確保に重要な役割を果たしている。従来からこの分野で

富士電機の赤外線分析計は多くの実績があり，本分析計で

は熱処理炉内の CO2，CO，O2ガスと発生ガスの CO，

CH4ガスがサンプリング切換により 1 台の分析計で測定可

能となるため，分析装置の小型化，コストメリットが大き

く，熱処理炉のより緻密（ちみつ）な制御に貢献する。O2

測定は，熱処理炉のガス置換確認や爆発防止のために測定

する。測定範囲は，CO2：0 ～ 2 ％，CO：0 ～ 50 ％，

O2：0 ～ 25 ％，CH4：0 ～ 2 ％ 程度である。

測定ガスは，ダスト量，露点約 5℃でガスクーラによる

除湿は不要となるなど良好な条件であり，前処理に問題は

ない。サンプリングでは高速応答，発生ガス炉と熱処理炉

との切換，多点切換システムの対応および分析計内のパー

ジを実施する。

５.３ CA貯蔵

図６に CA（Controlled Atmosphere）貯蔵における分析

計の適用例を示す。

CA貯蔵とは貯蔵庫内における空気中の気体組成を人工

的に変え冷蔵と組み合わせて，主に生鮮果実を貯蔵する方

法で，日本ではりんごの CA貯蔵が盛んである。これは，

りんごやみかんなど果実の収穫後の呼吸活性を抑え，鮮度

を保ち効率よく生鮮品を出荷するための貯蔵方法である。

貯蔵庫の雰囲気は，果実の種類により異なるが，窒素

（N2）：90 ～ 96 ％，O2：2 ～ 10 ％，CO2：2 ～ 10 ％，温

度：0～ 10 ℃ に制御される。また，バナナ，かんきつ類，

キウイなど生鮮果実の船舶輸送に CA貯蔵を行うと果実の

傷みが減少し，農薬の使用量も減少させることができると

いわれている。CA貯蔵庫内雰囲気の CO2，O2 監視制御

にガス分析計が使用されており，CO2と O2を同時測定で

きる本分析計のメリットは大きい。サンプリングは，基本

的なシステムで対応可能ある。

５.４ バイオマス，廃棄物関連発生燃料

図７にバイオガス，ガス化炉生成ガスにおける分析計の

適用例を示す。
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図６　CA貯蔵における分析計の適用例
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図５　金属熱処理炉における分析計の適用例
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図４　基本的なガス分析計のサンプリングシステム構成
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図７　バイオガス，ガス化炉生成ガスにおける分析計の適用例
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2002 年末に閣議決定した「バイオマス・ニッポン総合

戦略」では，化石資源の使い捨ての社会からバイオマス

（再生可能な生物由来の有機物性資源で化石資源を除いた

もの）を製品，エネルギーとして総合的に活用して持続的

に発展する社会を目指すことを基本方針としている。

廃棄物を単に焼却処理するだけでは，環境負荷や処分ス

ペースの問題からすでに処理不可能な状態になっている。

例えば，食品廃棄物，家畜廃棄物，下水汚泥，製紙工場

の廃パルプ，製材工場の廃材，一般厨芥（ちゅうかい），

プラスチック，固形燃料化された廃棄物（RDF：Refuse

Derived Fuel）などから効率的にエネルギーを取り出す方

法が実稼動ベースで始まっている。食品廃棄物，家畜廃棄

物，下水汚泥では，メタン菌によるバイオガス発酵プラン

トによるメタンガスの生成，廃パルプ，廃材，プラスチッ

ク，一般厨芥では，ガス化炉によるエネルギーガスの抽出

がすでに実プラントで稼動している。

このようなプラントでは，CO2，CH4，O2を測定しメタ

ン発酵状態の監視制御，ガス化炉運転時の CO，O2を測定

し爆発監視，ごみの固形燃料化過程での CO，O2 測定によ

る爆発監視，CO，CH4など製造されたエネルギーガスの

濃度監視など重要な場面でガス分析計が使用される用途が

ある。このように 4 成分同時測定可能な本分析計には最適

な用途の一つである。測定範囲は，CO2：0 ～ 20 ％，

CO：0 ～ 50 ％，CH4：0 ～ 100 ％，O2：0 ～ 5 ％程度で

ある。

サンプリングについてバイオガスの場合，ガスクーラに

よる除湿，メタン発酵の状態によっては硫化水素の発生が

あり，分析計内部の腐食防止のために測定ガスの水洗浄ま

たはスクラバによる除去が必要になる。ガス化炉の生成ガ

スでは，ガス化炉の方式や採取点によりダスト，タール分

が測定ガスに多く含まれる場合があり，その除去が大きな

問題となる。ガス採取器のフィルタ洗浄機構，測定ガスの

水洗浄機構などの自動前処理装置が必須となる。

また，他の用途と同様に測定ガスに可燃性ガスを含むの

で分析計内のパージを実施する。

５.５ 燃料電池

燃料電池の燃料は水素であるが，これは上記したように

発生したメタンガスなどを改質器で分解して得る。より純

度の高い水素を得るために，実験設備などでは原料ガスの

改質過程の確認，制御のために CO，CO2，CH4，O2を測

定することがあり，測定範囲が本分析計に合致する。基本

的なサンプリングシステムで対応可能だが，多点切換シス

テムの追加や分析計内のパージを実施する。

あとがき

シングルビーム式赤外線ガス分析は，工業プロセス用に

多くの実績を収めているが，従来の熱処理用途のほか，近

年の燃料電池原料ガスやガスタービン燃料ガスとしてのバ

イオマスガス，ごみのガス化炉からの生成ガスの濃度監視

など新しい用途も発生している。 4 成分同時測定は，コス

ト，スペースなど多くのメリットがあるが，さらに低濃度

測定の対応，測定成分の拡大などに挑戦し，富士電機の特

徴である工業プロセスに適用したガス分析計の開発を進め

ていきたい。
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