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横河電機は，多成分の炭化水素の同時測定を高速かつ高精度に行うレーザ分光式炭化水素多成分分析計の試

作機を開発した。可変範囲の広い波長可変半導体レーザ MEMS-VCSEL (Micro Electro Mechanical Systems -Vertical 

Cavity Surface Emitting Laser) を搭載し，独自のスペクトル解析アルゴリズムを用いて各成分濃度を測定する。本

分析計により C1-C5 の飽和炭化水素濃度を秒周期で同時計測でき，リアルタイムプロセス制御への適用が期待さ

れる。本分析計の応用として，我々は都市ガス熱量調整プロセスにおけるガス熱量測定のフィールドテストを実

施した。本稿ではその結果も紹介する。

Yokogawa has developed a prototype of a laser spectroscopic multi-component hydrocarbon 
analyzer, which can measure  the components simultaneously, precisely and rapidly. This 
analyzer uses a laser diode with a widely tunable wavelength range called micro electro 
mechanical systems-vertical cavity surface emitting laser (MEMS-VCSEL), and a newly 
developed spectrum analysis algorithm. This can be applied to the real-time process control. 
Yokogawa has conducted a field test for measuring the calorific value of the process gas in 
a calorie adjustment process of town gas as one of its applications. This report outlines this 
analyzer and introduces the results of the field test. 

1. はじめに

近年，シェールガスの採取技術が急速に進歩し，米国
が中心となってシェールガス革命が起こりつつある。こ
れにより天然ガスなどの炭化水素ガスの測定需要は急速
に増すことが予想される。

現在の炭化水素ガスの測定は主にガスクロマトグラフ
を用いている。ガスクロマトグラフは天然ガスの主成分
である，炭化水素成分濃度を成分毎に高精度で測定でき
る。一方で，測定周期が数分以上かかる間欠測定であり，
また枯渇の可能性があるヘリウムなどのキャリアガスを
用いる必要があるといった，課題も存在する。

近年，半導体レーザを用いた分光分析技術による産業
プロセス用ガス分析計が普及しつつある。これは信頼性
が高い半導体レーザを用いて，測定対象ガスにレーザ光
を照射するだけで，成分選択性が高く測定対象成分の濃
度を高速に安定して測定できる等の利点を持っているた
めである。当社でも，レーザガス分析計 TDLS シリーズ

を製造，販売し，石油精製，化学，鉄鋼等，各種産業の
プロセスガス分析にご利用頂いている (1)。しかし現在の
レーザガス分析計ではレーザの波長可変範囲が数 nm 程
度に限られるため，測定成分数は 1 ～ 2 が限界である。

筆者らは，当社で開発した約 50 nm の波長可変範囲
を 持 つ MEMS-VCSEL (Micro Electro Mechanical Systems 
-Vertical Cavity Surface Emitting Laser) (2) を用いて，多成分
混合ガスの吸収スペクトルを秒周期で測定できるレーザ
分光器を開発した。さらに，個々の成分の吸収スペクト
ルが重なり合う測定スペクトルから，多変量解析による
濃度測定手法を用いて，炭素数が１から５の７種類の飽
和炭化水素成分濃度を同時に測定できるレーザ分光式炭
化水素多成分分析計試作機を開発した（図 1）。

図 1 本分析計試作機の外観

31 77

*1 IAPF 事業本部共通技術開発センター要素技術開発部
*2 イノベーション本部研究開発部



レーザ分光式炭化水素多成分分析計

横河技報 Vol.56 No.2 (2013) 3278

本稿では，本分析計及び MEMS-VCSEL の原理，構造，
炭化水素の吸収スペクトル，及び測定アルゴリズムにつ
いて説明する。さらに実製造プロセスで使われているガ
スの成分測定結果，プロセス応用例の一つとして都市ガ
ス熱量調整プロセスにおける本分析計のフィールドテス
ト結果を紹介する。

2. 測定原理

2.1 Lambert-Beer の法則
本分析計の測定原理は，下記の式で表される Lambert-

Beer の法則に基づいている。

ここで A は吸光度，I0 はガス媒質に入射する前の光強度，
I1 はガス媒質を通った後の光強度，ε は吸収係数，C はガ
スの成分濃度，そして L は光路長を示す。（１）式が吸光
度の定義であり，ガス媒質への入射前後の光強度の比を
取り，対数を取ったものである。吸光度は（２）式のよ
うに成分濃度と光路長に比例する。複数の成分が混合し
ている場合，（２）式は以下のように書き換えることがで
きる。ただし，ここでは光路長は一定とした。

εi は成分ごとに異なる波長依存性を持つため，広波長
範囲の吸光度と濃度の関係から検量線を作成すれば，未
知多成分試料の濃度測定が可能になる。

2.2 炭化水素の吸収スペクトル
本分析計では炭化水素ガスによるレーザ光の吸収スペ

クトルから濃度を測定する。炭化水素スペクトルの例と
してメタン，エタン，そして n- ブタンの 1.7 um 帯の吸
収スペクトルを図 2 に示す。1.7 um 帯は炭素原子と水素
原子の結合の基本振動が存在する 3.4 um 帯の倍音に相
当する波長帯である。3.4 um 帯に比べて吸収は小さいが，
1.7 um 帯は光通信用に実績の高い InP 系レーザダイオー
ドが使用でき，また安価で信頼性の高い光学部品と高性 

図 2 1.7 um 帯の炭化水素スペクトル

能の光検出器で光学系を構成できる。そのため本分析計
では 1.7 um 帯を用いて炭化水素測定を行った。

炭化水素は炭素数によってスペクトル形状は大きく変
わる。炭素数が１のメタンはピークが非常に鋭く，大きい
ピークを持っており，ピークの間の吸収はほぼゼロになる。
炭素数が２のエタンや炭素数が４の n- ブタンは 1.7 um 帯
では吸収がゼロにならず，重なり合ったスペクトルとなっ
ている。また炭素数の大きい n- ブタンは鋭いピークを持
っておらず，スペクトルは非常になだらかである。

3. レーザ分光式炭化水素多成分分析計の構成

3.1 光学系
図 3 に本分析計の光学系を示す。広範囲波長可変半導

体レーザである MEMS-VCSEL から出射した光は，ビー
ムスプリッタによって３つに分割され，光検出器に入射
する。一本は測定対象ガスが入ったガスセルを通ってか
ら光検出器１に入射し，一本はメタンガスを封入した波
長校正ガスセルを通って光検出器２に入射する。この信
号にはメタンガスの鋭い吸収ピークが現れるので，その
ピーク位置からレーザ掃引波長の自動校正を行う。残り
の一本の光は直接光検出器３に入射し，光強度の基準と
なる。

光検出器中の回路によってレーザ光強度は電気信号に
変換された後，計算機上で吸収スペクトルに変換され，
多変量解析手法によって濃度が計算される。

吸収スペクトルの形状や大きさはガスの温度や圧力に
よって変化するため，本分析計ではガスの温度と圧力が
一定になるよう制御した。

図 3 レーザ分光式分析計の光学系

3.2 広範囲波長可変半導体レーザ MEMS-VCSEL
図 4 に本分析計の測定光源である，当社で開発した

MEMS-VCSEL 広範囲波長可変半導体レーザの概念図を
示す。半面発光型半導体レーザ（half-VCSEL）チップに，
MEMS 可動反射膜チップを接合した可変共振器型半導体
レーザ構造となっており，大きさは 3 mm × 3 mm ×
1 mm 程度である。可動反射膜部は薄いメンブレン構造と
なっており，その上には回折損失を避けるための凹面形
状の誘電体多層膜が形成されている。そのメンブレン構 
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図 4 MEMS-VCSEL の概念図

造を持つ SOI (Silicon On Insulator) 基板のメンブレン側と
基板側に電圧を印加すると，発生する静電力によってメ
ンブレン部分は，基板側に引き寄せられる。その結果，
VCSEL 構造内部にある半導体側の多層反射膜とメンブレ
ン上にある誘電体多層反射膜が形成する光共振器長が長
くなり，レーザの発振波長が長波長側に変化する。

また VCSEL 構造内部の多層反射膜とメンブレン上の
誘電多層反射膜の間の光共振器長は波長の 10 倍程度ま
で狭小化されている。これにより縦モード間隔が広くな
り，単一モード発振が実現できる。

図 5 にレーザ光源に MEMS-VCSEL を使用して取得し
たメタンの吸収スペクトルを示す。従来のレーザガス分析
計では半導体レーザの波長可変範囲が数 nm 程度に限ら
れていたため，一つのピークしか測定できなかった。しか
し MEMS-VCSEL を用いて広範囲に波長を掃引することに
より，多くのメタンピークを測定することが可能となった。
またメタンだけでなく図 2 に示すような複数の炭化水素ス
ペクトルの各特徴を捉えることが可能になった。

図 5 MEMS-VCSEL によって得たメタンスペクトル

3.3 スペクトル解析と成分濃度測定アルゴリズム
スペクトル解析では多変量解析による手法を用いた。

多変量解析では，濃度既知のスペクトルを事前に多数
取得し，既知成分濃度と測定スペクトルデータから統
計的手法による濃度予測検量線を作成する。今回は PLS 
(Partial Least Squares) 回帰法を用いた。そして濃度未知の
ガススペクトルに検量線を適用して濃度を計算した。

従来のレーザ分析計では，吸収ピークの高さや面積を
用いて分析を行うことが一般的だが，複数の炭化水素を

同時に測定する場合，互いのスペクトルが重なり合うた
め，ピークのみを用いて濃度解析することは難しい。

多変量解析ではピークのみではなく，レーザで掃引で
きる範囲の波長情報すべてを用いて濃度解析を行う。そ
のため吸収スペクトルの特徴が小さい n- ブタンのような
ガスの濃度も高精度に求めることができる。

4. 予備実験結果

開発したレーザ分析計を評価するために，高精度ガス
クロマトグラフを基準器とし，７種類のガス（メタン，
エタン，プロパン，i- ブタン，n- ブタン，i- ペンタン，
n- ペンタン）の混合ガスを測定，比較した。その結果，
ガスクロマトグラフの濃度指示値に対する誤差は，熱量
調整プロセスで要求される精度である 0.1% 以下（2s）
であることが確認された。

図 6 は，各ガスの濃度を変化させたときの，レーザ分
析計とガスクロマトグラフの測定値の変化を示したもの
であり，横軸は時間，縦軸はレーザ分析計とガスクロマ
トグラフの測定値を示している。ガスクロマトグラフと
同様に 0.2% 程度の濃度変化に追従してレーザ分析計の
測定値も変化しており，各ガスのわずかな濃度変化を捕
捉できることが証明された。またガスクロマトグラフと
異なり連続測定ができていることもわかる。測定周期は
３秒であり使用したガスクロマトグラフの測定周期 10
分に比べて 200 分の１に短縮することができた。

図 6 レーザ分光式分析計の濃度測定実験結果

5. ガス熱量の連続測定への応用

都市ガス製造では，液化天然ガス (LNG: Liquid Natural 
Gas) と液化石油ガス (LPG: Liquid Petroleum Gas) を気化
させ，適切な割合で混合して所定の熱量に調整し家庭の
元に送り届けている。従来，高精度で熱量を測定するに
は含有する各成分濃度を正確に測定して各成分の持つ単
位熱量値からガスの熱量を算出するガスクロマトグラフ
法が用いられているが，10 分程度の測定時間を要するた
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め，熱量制御には適さない。よって，ガス密度計などの
測定時間の短い代用熱量測定が用いられるが，熱量ゼロ
の窒素含有による誤差を持つため，高精度で高速測定で
きるプロセスガス熱量計測が求められている。今回，都
市ガスの実製造プロセスにおいて，本分析計を用いた連
続熱量測定フィールドテストを行った。

都市ガス製造プロセスの概念図を図 7 で示す。都市ガ
ス製造では，原料として，様々な国・地域から LNG を
受け入れており，それらをタンクで保存している。今回
のテストを行ったフィールドでは複数の LNG タンクか
らの LNG を気化した後，LPG と混合してガスの熱量が
45 MJ/m3N になるように最終調整し，最後に付臭剤を添
加して都市ガスとして外部に送られる。本分析計のフィ
ールドテストでは，LNG と LPG の混合による最終熱量
調整後のプロセスガスの熱量測定を行った。このフィー
ルドテストで得られた結果を説明する。

図 7 都市ガス製造プロセス概念図と分析計のテスト場所

熱量調整後のプロセスガス（図 7 中の測定点）の熱量
の一日の測定結果を図 8 に示す。青線が本分析計（レー
ザ分光式分析計）の測定値で，赤点がガスクロマトグラ
フの測定値である。本分析計の熱量値は，本プロセスガ
スに含まれる全炭化水素成分（メタン，エタン，プロパン，
i- ブタン，n- ブタン，i- ペンタン，n- ペンタンの７成分）
の各成分濃度測定値に基づく熱量計算を行い，３秒ごと
に出力される。レーザ分析計の値はほぼガスクロマトグ
ラフと同様の値を出力していることがわかる。またレー
ザ分析計の測定周期が短いため，ガスクロマトグラフに
比べて，格段にプロセス変動を応答性良く測定できるこ
とを示している。

図 8 熱量調整プロセス後の熱量測定結果

今回レーザ分光式炭化水素多成分分析計により，熱量
の高速かつ高精度な測定を実現できた。これにより，熱

量調整プロセスの高速制御が可能になり，都市ガスの製
造効率の向上に貢献できる。また管理限界を逸脱した場
合のインターロックとしても使用可能と考えている。

6. 今後の展開

本分析計は研究試作段階であるが，今後，製品化に向
けて実用性を高め，市場要求に合致できるよう改良する。
今後の展開として以下の３つを考えている。
1) サンプリング遅れの低減

 現在はプロセスガスをサンプリングして測定を行って
いるため，サンプリング時間が実測定時間を支配して
しまう。よりサンプリングタイムを小さくするため，
配管に直接取り付け可能にするなどの改善を行う。

2) 他アプリへの適用
 炭化水素測定には都市ガスの熱量測定以外にも多くの
アプリケーションが存在する。具体的には，エチレン
プラント中の各プロセス，天然ガス精製，LNG 製造プ
ロセスやパイプランでの測定，火力発電用ガスタービ
ンの燃焼制御応用などを考えている。これらのプロセ
スで本分析計の有効性を追求する。

3) 他のガスへの展開
 赤外吸収を持つ成分は，炭化水素に限らず多種に及ん
でおり，本分析計で培った分光分析技術を活かして，
他のガスの測定が可能か実現性，有効性を調査する。

7. おわりに

広範囲波長可変レーザである MEMS-VCSEL を用いた
レーザ分光式分析計を試作し，多変量解析に基づいたス
ペクトル解析により，７種類の炭化水素を同時測定する
ことに成功した。さらに都市ガス製造プロセスにおいて
フィールドテストを行い，炭化水素ガス測定における本
分析計の大きな可能性を示すことができた。

今後，シェールガス革命により炭化水素ガスの測定ニ
ーズは広まっていくと予想される。当技術を用いた炭化
水素ガス測定により，プロセス制御の改善，ランニング
コストの削減に貢献できることを期待する。
　最後に，今回の都市ガスの熱量測定に際し，関係する
貴重な情報のご提供及び実製造プロセスでのプロセスガ
ス測定に多大なご協力を頂いた大阪ガス株式会社殿に，
この場をお借りして，深く感謝の意を表する。
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