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可変波長半導体レーザ分光を応用したレーザガス分析計は，他成分の干渉を受けず，長期安定性を特徴とし，

高温や腐食性のガスでも直接高速分析できる新世代のプロセスガス分析計である。本稿では，本分析計による加

熱炉やボイラー等の燃焼炉内の CO ( 一酸化炭素 ) の高速リアルタイム計測をベースにして従来の空燃比制御を格

段に進化させる燃焼炉制御最適化技術，及びその環境貢献について紹介する。

The TDLS200 laser gas analyzer, which is based on tunable diode laser spectroscopy, is a new 
generation of process analyzer. Characterized by high selectivity and long-term stability, it offers 
fast in-situ analysis of high-temperature or corrosive gas. This paper introduces the TDLS200's 
real-time measurement of carbon monoxide in a furnace, its application for optimizing 
combustion control in the furnace, and its contribution to environmental preservation. 

はじめに111

プラントにおける加熱炉やボイラーなどの燃焼炉には
規模も種類も多様なものがあり，すべての生産活動のエ
ネルギー源，いわば心臓とも言える。大量のガスや重油
といった燃料を使用するため，その燃焼効率はプラント
の操業コスト効率に直結する。また大量の排ガスを発生
するため，窒素・硫黄酸化物などの公害問題に加え，近
年は CO2 をはじめとする温暖化ガスの排出削減も重要な
課題である。

プラントの操業に必要なエネルギー（熱）を安定的に
供給しながら，排ガスや放熱などの環境負荷を最低限に
抑えるためには最先端の計測制御技術が要求される。ま
た，燃焼炉は頑丈な設備なので数十年に亘って稼動する。
従って業種，顧客，工場，設備毎に状況が異なっており，
単に O2 や CO を適正に測定し，燃焼制御を行うだけでな
く，多面的な課題を解決しなければならない。古い燃焼
炉の場合は自然吸気式のものも多く，炉内圧も一定でな
い。また，空気ダンパ制御を行っていても，炉壁に隙間
があり，燃焼に使われない空気が混入すると燃焼効率は
上がらない。燃焼炉の総合的診断と燃焼最適化のための
戦略立案（炉壁改善，ダンパー改善，制御性の改善）を
行った上で，その実施と本稿で紹介するレーザガス分析
計を適用することで最適，かつ安定な燃焼炉制御が実現
できる。

燃焼炉と空燃比制御211

燃焼には燃料と空気（酸素）が必要であり，空気が不
足すると，燃料が残ってしまい，ばい煙を発生させる不
完全燃焼状態となる。一方，空気は多ければ多いほど良
いというわけではなく，空気過剰は，排ガス量を増加させ，
余分な空気を加熱することになり，燃料効率が悪化する。
図 1に空燃比と燃焼状態の概念を示す。グラフの横軸の
空気比は，燃料を燃やすために必要となる理論的な空気
量（理論空気量）に対して実際に供給する空気の量の比
率である。

図 11空気比と熱（燃焼）効率の関係

プラントや工場で利用される加熱炉やボイラーなどの
燃焼炉では，シングル・ループ・コントローラなどの小
規模制御機器を使用し，適正な燃料と空気の比率で燃焼
効率が良くなるような空燃比制御を行っている。また，
大型燃焼炉では DCS (Distributed Control System: 分散制
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御システム ) や高度制御（多変数予測制御等）も適用さ
れる。その主な制御は空燃比制御，炉内圧力制御であり，
CO，CO2，NOx（窒素酸化物）などの排出を抑え，また，
不完全燃焼を防止するクロスリミット回路を用い，燃焼
効率が最大になるような燃焼制御が行われる。

レーザガス分析計の特徴と燃焼炉制御311

レーザガス分析計 TDLS200 の概要3111
図 2に レ ー ザ ガ ス 分 析 計 TDLS200 の 外 観 を 示 す。

TDLS200 は，赤外から近赤外域における分子の振動・回
転エネルギー遷移による分子固有の光吸収スペクトルを，
極めて発振波長線幅の狭い半導体レーザにより測定する
TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) 
法を用いたプロセスガス成分濃度計である。図 3には，
TDLS200 を利用して煙道のガスを測定する例を示す。

図 21レーザガス分析計 TDLS200 の外観

図 31TDLS200 による煙道のガス濃度測定1

スペクトル測定には組成，圧力，温度が同時に変動す
るプロセス環境でも正確な測定が可能な独自開発のスペ
クトル面積法を用いている。本分析計は，その高いスペ
クトル測定分解能から成分干渉が無く，図 3に示すよう
にプロセスに直接設置してプロセス内にレーザ光を透過
させて測定する構成であるため，高温（～ 1500 ℃）や
腐食性の高いプロセス環境下でも高速かつリアルタイム
にプロセス内の平均的濃度を高信頼度で測定できるとい
う特長を持つ。この特長が活かして，分析計信号を直接
プロセス制御や管理システムに活用して，プロセスの改
善やより安全な操業を実現すべく，石油や化学，鉄鋼，
火力発電等，様々の産業に急速に普及してきている。

測定対象成分の固有吸収スペクトルの波長に合った半
導体レーザを選択することで各種成分計を取りそろえて

いるが，本稿で取り上げる燃焼ガス測定用の O2 計と CO
計はそれぞれ，0.76 μm 帯と 2.3 μm 帯の吸収スペクトル
を測定することで実用上の測定性能を得ている。

TDLS200 による燃焼ガス中O3121 2，CO濃度測定
図 4に燃焼炉での TDLS200 による O2 と CO の測定例

を示す。本例では，バーナへの供給空気量を手動で徐々
に絞りながら，O2 濃度と CO 濃度値を同時測定した結果
である。この実験データは O2 濃度 2%付近から CO が発
生し始め，1.5%付近で急増して不完全燃焼状態になっ
たため，再び空気供給量を増やし，O2 濃度が急上昇し，
CO 濃度は再降下し完全燃焼状態に復帰した様子を捉えて
いる。わずか 2 ～ 3 分で CO 濃度が 100 ppm から 4000 
ppm 近くまで増加したことがわかる。

図 41低酸素運転時の燃焼炉内のO2 と COの濃度変化

CO，O3131 2 濃度を活用した燃焼炉空燃比制御
Lyman F. Gilbert によると，燃料の種類や装置の違いに

よらず，最適燃焼ゾーン（燃料の単位量あたりの熱効率
が最も高い領域）における CO 濃度は 200 ppm 前後であ
るとされる。しかし，図 4のように CO は一旦増え始め
ると急激に増えてしまうため，十分に空気を供給する空
気リッチの安定燃焼をさせるか，CO 濃度をリアルタイム
で監視しながら，ある程度低めの濃度で一定となるよう
な制御系が必要となる。

バーナへの空気量の制御は，図 5に示すような，FDF 
(Forced Draft Fan: 押込通風機 ) とダンパで制御するもの
と，IDF (Induced Draft Fan: 誘引通風機 ) のダンパの開度
制御で自然吸気を行う２種類のタイプがある。O2 濃度，
CO 濃度は煙道の入り口部分に設置された濃度計により
測定され，制御系に入力される。CO 濃度の測定値を燃焼
制御に利用する方法には，O2 濃度が一定値以上の場合は
O2 制御，一定値以下の最適域に入ったときに CO 制御に
オーバーライドする制御方式と，O2 濃度に CO 濃度によ
るバイアス（補正）を加える方法がある。
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図 51CO，O2 燃焼炉燃焼制御システム

空燃比改善による経済効果の見積り411

空燃費制御の排ガス O2 濃度設定値を下げることによ
り，同じエネルギーを得るための燃料が節約されるので，
排ガス O2 濃度低減に対する直接的経済効果を見積もるこ
とができる。効率改善金額としては，炉内温度を一定に
保った状態での過剰 O2 削減で得られる燃料費の削減金額
を算出する。表 1にその計算例を示す。(1)

この例では，通油量 10 万バレル / 日の石油常圧蒸留
装置（トッパー）の加熱炉で 0.5%の過剰酸素を削減した
場合を試算した。約 240 キロリットル / 年の燃料が節約

され，重油 1 キロリットルあたりの価格を 4 万円とする
と，約 960 万円 / 年の燃料費節約効果となる。

また，燃料を減らすことができれば，当然排出される
CO2 も削減できる。重油 1 キロリットル当たりの炭素排
出量は約 3 トンなので，上記の例では 720 トン / 年の削
減に相当する。

TDLS200 を活用した安全制御511

バーナ制御装置（BMS: Burner Management System）は，
燃焼炉を安全に運用するためのバーナの制御や，インタ
ーロック機構，爆発を防ぐための安全遮断機構を含むシ
ステムである。BMS においては，リスクアセスメントに
基づく安全規格として国際規格（ISO12100/JIS B 9700）
や欧米規格（欧州 EN746，米国 NFPA86）などが定めら
れている。

TDLS200 は CO 濃度をリアルタイムに監視することで
不完全燃焼による有毒ガスの発生を捉えることができる
ので，CO の濃度信号を BMS に入力することで安全シス
テムの信頼性を高めることができ，規定されている安全
機能の実現手段として期待されている。図 6に BMS のバ
ーナ遮断系に CO 測定を加えた構成の一例を示す。横河
電機の統合型安全計装システム ProSafe-RS を BMS とし
て適用することもできる。

図 61バーナ制御装置における安全制御

その他の燃焼最適化のための考慮点611

燃焼炉の形状，炉壁の状態，バーナ配置，複雑な燃焼
炉内の配管（Pass）等の理由により，炉内の熱分布は一
定ではない。また外気温や燃料条件などの変化により，
制御条件は動的に変化する。燃焼制御システムの最適化
と合わせ，炉壁からの空気漏れ込みやバーナの調整，保
全など，炉全体の総合的な診断と対策が求められる。こ
れらの改善により，よりエネルギー効率を改善し，CO2

排出量を削減し，安全性を高めることができる。以下に
考慮点の例を示す。

炉壁の状態の確認• 
燃焼炉の炉壁は外気温と炉内温度が大きく違い，歪み
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表 11過剰酸素節減による経済コスト計算例
項目 記号 値 単位

燃料（C 重油）に関する前提条件
燃料単位重量当たりの発熱量

（LHV: Low Heating Value）
LHV 9800 kcal/kg

燃料単価 P 40.00 k¥/kl
理想排出ガス量 G0 11.07 Nm3/kg
理論空気量 A0 10.46 Nm3/kg

空気に関する前提条件
空気中酸素濃度 Or 21.00 %
空気／排ガス比熱 *1 SH 0.33 kcal/Nm3

/deg
運転条件

排ガス温度 Th 400.00 ℃
周囲温度 Tl 20.00 ℃
年間燃料消費量 V 60000 kl
過剰酸素濃度 Ox 前

後
2.50 
2.00

%
%

計算手順
1) 排ガス空気比

：Or/(Or-Ox)
m 前

後
1.14 
1.11

2) 実排ガス量 *2

：G0+(m-1)*A0
G 前

後
12.48
12.17  

Nm3/h
Nm3/h

3) 排ガス熱損失
：G*SH*(Th-Tl)

L 前
後

1565.43 
1526.25

kcal/kg
kcal/kg

4) 減少した排ガス熱損失 LD 39.18 kcal/kg
5) 減少した排ガス熱損失の比率

：LD/LHV
q 0.0040

6) 年間燃料節約量：　q*V SV 239.89 kl/ 年
7) 年間燃料節約額：　q*V*P SC 9595.74 k¥/ 年

*1：温度，CO2 濃度等によって異なるが一定であるものと仮定
*2：(m-1)*A0 は，燃焼に使用されなかった空気

CO

圧力
燃料

未燃ガス異常

煙道

炉内圧異常

失火検知

パージ弁

遮断弁

FC

BMS
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が発生する。通常，炉内圧は大気圧よりも低いため，
炉の覗き窓，炉壁の継ぎ目，配管の貫通部などの僅か
な隙間から外気が侵入してくる。このことにより，炉
内酸素濃度が正確に測れず，また熱損失も発生するた
め，外気の漏れこみを防ぐ対策を実施する。

ダンパによるダクト開閉の自動化• 
旧式の燃焼炉の場合，特に海外では未だに自然給排気
方式の燃焼炉が多い。空燃比制御を行うためにはダク
トを自動開閉式に改造する必要がある。また送風機も
組み合わせることにより，燃焼効率を大幅に改善する
ことができる。

バーナの改善／リプレース• 
より効率のよい燃焼のためには，バーナで空気と燃料
を均一な状態で燃焼させる必要がある。最新の低 NOx
バーナの適用と適切な配置により，炉内温度分布が均
一化され，熱効率の向上と NOx や SOx（硫黄酸化物）
の発生を削減することができる。

燃焼炉メンテナンス• 
燃焼炉内は常に過酷な環境で，炭化物の腐食や炉内壁
面，配管，バーナの劣化，腐食が発生する。定期的な
メンテナンスにより，燃焼炉全体を健全な状態に保つ
ことで燃焼効率の安定と安全性を確保する。

今後の展望711

TDLS200 は，ほぼメンテナンス不要であり，また炉内
の O2，CO 濃度をリアルタイムで測定できるため，多く
の石油化学プラントで注目されている。米国ではエネル
ギー省（DOE: Department of Energy）の支援を受け，ダ
ウケミカル社（The Dow Chemical Company）のエチレ
ン炉の燃焼最適化のための TDL 技術活用の有効性が確認
されており，エチレン以外の燃焼炉への適用も検討され
ている。(2) 今後も実プラントでの CO 測定実績を増やす

ことで市場における信頼を高める必要がある。さらに，
今後，小型化等により導入しやすいものに進化させるこ
とで，中小規模燃焼炉にまで普及できるものと考えてい
る。一方，燃焼炉全体の最適化ソリューションを提供す
るには，CO, O2 計測と制御システムの組み合わせによる
エンジニアリングだけでなく，燃焼炉診断技術やバーナ
の専門知識と省エネ，エネルギー管理の専門知識が求め
られる。世界で高まっている省エネ，環境ソリューショ
ンへの期待に応えるためには，社内に専門家を育て，ま
た社外とも連携をしながら総合的ソリューションを提供
する力を強化することが必要である。

おわりに811

本稿で紹介した O2，CO 濃度測定による燃焼効率最適
化の手法は 20 年以上前に確立されており，本稿の内容
も 1986 年発表の横河技報を一部引用している。しかし，
これまで炉内 CO をリアルタイムで正確に直接測定する
手段がなかったため，実際の燃焼炉への適用が難しく，
適用例は少なかったが，TDLS200 による炉内 CO，O2 の
測定技術の確立により実用化が大きく進展したといえる。

TDLS200 が多くのプラントで活用され，省エネ，温室
効果ガス排出削減に貢献し，持続的成長社会の実現に貢
献することを期待している。
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