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燃焼排ガス中の可燃性ガス測定用高耐久センサの開発

A Durable Combustibles Gas Sensor for Combustion Efficiency Improvement

発電ボイラ，工業用各種燃焼炉などでの燃焼効率の改善をするための排ガス中のCO，H2などの可燃ガス測定

用センサを開発した。その構成は白金測温抵抗体をベースとし，その両面に多孔質な触媒層を設け，さらに保

護膜を被せた積層構造としている。実験炉での燃焼試験の結果，センサ出力は赤外線式のCOガス分析計出力と

相関した結果が得られ，また応答ははるかに速い。これはセンサ部全体の温度を高温にしているため，排ガス

の除湿などのためのサンプリング装置が不要なためである。またフィールド試験をSO2ガス濃度が約3000ppmの

場所で実施した結果，触媒がSO2ではなく有機ガスにより一時被毒を受けることが判ったが，センサ触媒に一定

時間間隔で計装空気を流し，さらにセンサ素子への通電自己加熱を行うことにより，触媒機能が回復すること

を見出した。
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A new catalytic sensor has been developed which can withstand the exhaust gas from heavy oil and

coal combustion. Laboratory test has shown a remarkable durability: more than 6 months long with a

deterioration of less than 5% in 2000-ppm SO2 , 18-vol% humidity.  Much quicker response and a good

agreement with  NDIR CO measurement was obtained in the laboratory test furnace. This sensor is

based on an alumina plate and has a unique multi-layer structure with noble metal catalyst sheets on

both sides covered by protective layers. A beta-site test has been conducted successfully for more than

3 months in the place that the flue gas contains more than 3000-ppm SO2. We have solved the problem

of gradual shrinkage of the output by periodic cleaning of the catalyst through purging it with instru-

ment air,  and simultaneously self-heating of the element.

1. は  じ  め  に

1999年４月に施行された改正省エネ法では，燃焼条件

に応じた管理目標に対して，「空気比を低下させるように

設定すること。」（１）とされている。

これは，燃焼プロセスに過剰な空気を供給すると，加

熱されて煙突から排出されるだけであり，全体の効率を

下げるからである。 （２） 完全燃焼している限り空気比は小

さい方が燃焼効率は高い。

空気比を限界まで小さくするためには，不完全燃焼で

発生するCOガス，水素等の未燃ガス成分を鋭敏に検知す

る手段が必要である。これを実現する方法として1980年

頃に，煙道の両側に光源と受光部を設置する直挿光学式

のCO分析計が登場し本命視されていた。しかし光学窓の

汚れ等の問題が露呈し，現在あまり広くは使われていな

い。しかもこれに替わる適切な測定手段も出現していな

い。そこで我々は４年前から接触燃焼式可燃ガスセンサ

の高耐久化に取り組み，高濃度のSO2を含む排ガス中でも

長期間劣化しない接触燃焼式センサを開発した。このセ

ンサにより，現在の広範な燃焼設備での酸素濃度制御ポ

イントを，より低空気比化することにより，燃焼効率を

高めることを目標としている。　

2. センサ素子の開発

2.1  センサ素子の構造　　　　　　　　　　　　　　

新しく開発したセンサ素子の構造を図１に示す。セラ

ミック基板と白金蒸着膜のパターンで構成された測温抵

抗体の上に触媒シートを置いている。触媒シートはセラ

ミック不織布に白金－パラジウム系触媒を担持したもの

である。これらは触媒保護膜で覆われている。

このセンサ素子は，基本的には従来の接触燃焼式と同

様の原理で動作する（３）。すなわち，COガス，水素等の未

燃（可燃性）ガス成分が触媒上で接触燃焼することにより

発生した熱（温度変化）を，測温抵抗体にて電気抵抗の変

化に変換している。

この温度変化はごく僅かであり，周囲温度やセンサ周

囲のガス流速の変動の影響を受けやすくなるので，これ
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らの外乱を補償するために接触燃焼反応を持たない比較

素子と前述のセンサ素子とでブリッジ回路を構成した。

2.2 耐久性テスト

試作したセンサ素子の耐久性，特にセンサとして動作

するために不可欠な触媒の活性度の安定性を評価するた

めに，使用環境として非常に過酷なC重油排ガスに相当

するテスト条件で，センサ素子のスパン出力（ここでは

COガスに対する感度）を，数カ月以上の長期間に亘って

評価モニタした。

この試験システムの構成概略を図２に示す。評価する

試作センサ素子（比較素子とセット）は，ヒーターブロッ

ク内でセンサ動作に最適な接触燃焼反応を維持できるよ

うな温度に保たれている。試験用のガスは，標準ガス

（N２ベース）と加湿空気との混合になっている。代表的

な試験条件では，SO2：2000 ppm　O2：1%　水分：18 vol %

にしてある。これにCO：1000 ppmを加えた時の出力変

化分をスパン出力として評価した。

センサ素子を含む４つの抵抗で構成されたブリッジ回

路の出力（この変化分がセンサ出力に相当する）は，プリ

アンプを介してデータ収集系で記録される。

図３に評価結果の一例を示す。このように，実験室に

おける耐久性テストでは，約半年経過後においても，セ

ンサ動作の劣化・変化はほとんど認められなかった。

2.3 ガス燃焼実験炉テスト

実際の燃焼排ガスに対する試作センサの挙動を調べる

ために，都市ガスを燃料とする自社内の実験炉において

燃焼状態を変化（完全←→不完全燃焼）させ，その排ガス

中のガス成分を，試作センサと選択性が高い赤外線式CO

分析計（NDIR），熱伝導式H2計およびジルコニア式O2計

とで同時にモニタした。

炉内への空気供給を徐々に絞っていくと，酸素濃度の

低下に伴い突発的に未燃ガス成分の濃度が上昇する。完

全燃焼から不完全燃焼への過渡的な時期では，未燃ガス

濃度の上昇は一時的なものになる。

このような急激な変化に対して，従来の燃焼管理用途

のジルコニア酸素計に匹敵する応答速度を試作センサで

も実現するために，センサ素子の温度を常時一定に保つ

ようにブリッジ回路の電圧を制御するフィードバック方

式を開発した。これにより，０～1000 ppmスパンに対し

ての90%応答時間は約７秒になった。

ヒーターブロックに組み込んだ試作センサ（センサブ

ロック）が排気ダクト内にほとんど直挿されているのに対

して，NDIRではガスサンプリングユニットを介して

チューブで引き込んでいるため，検出応答時間は前者の

それに比べて遅れがある。また，試作センサはCO以外に

同時に発生する未燃ガス成分（水素など）にも反応するの

で，検出ピークがNDIRより２～３倍大きくなる（図４）。

図１　積層型COセンサ 図３　耐久性テストデータ

図２　耐久性テスト試験システム
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3．フィールドテスト

3.1  テスト試作機の構成　　　　　　　　　　　　　

フィールドテスト用に試作したテストシステムは，次

のような検出部を中心に構成されている（図５）。

現場の排ガスダクト内に挿入されたサンプリングプ

ローブで測定ガスを吸引し，前述の実験機と同様のセン

サブロックにこれを送り込む。ブロックを通過したガス

は，ダクト壁取り付けフランジを介して再びダクト側に

戻される。

これら一連のガスの流れは，外部から供給される計装

空気で駆動されるエゼクタ機構によって作り出される。

サンプリングノズルおよびセンサヘッドの先端には，こ

れらのガスに含まれる多量のダストをカットするフィル

タが取り付けられている。測定ガスの流入系全体は，多

湿高濃度の酸性ガス（このフィールドテストにおける排ガ

ス中のSO2濃度は約3000 ppm前後にもなり，実用範囲と

しては最も過酷なテスト条件である）の結露による内部腐

食を防止するために，測定動作中は常時200℃以上に保温

されている。また，センサの長期特性変動を確認するた

めに，一定時間毎に計装空気（ゼロ基準）とCOガス（スパ

ン基準）を数分間ずつセンサに流し込むタイマ機能を内蔵

している。

検出部からは，触媒および比較センサ素子の直接出

力，ガス濃度測定出力および測定ガス温度が出力され

る。

3.2  評　　価

最初にテストしたセンサは，実排ガス中ではいずれも

１～10時間経過後，スパン（CO 1000 ppm）出力が低下し

図４　ガス燃焼実験データ

図５　フィールドテストシステム
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た（図６）。しかし，これらのセンサは，センサ動作温度

状態のままで計装空気を流すことにより，スパン出力が

回復する（図７）。さらに，同時に素子の抵抗体を通電加

熱すると，回復速度が大幅に速くなる。

この回復前後のセンサ素子表面の付着物を分析してみ

ると，特に出力が低下したセンサにはS分は検出されず，

油分のような疎水性の有機物の存在が認められた。つま

りエアパージや通電加熱は，このようなセンサ表面の汚

染を除去するクリーニング処理になっているものと思わ

れる。

そこで，定期的にこのクリーニング処理を行いながら

（エアパージと測定とを１時間毎に繰り返し，エアパージ

の前半30分間で自己加熱処理を行う）テストを続けたとこ

ろ，１ヶ月以上経過してもスパン出力は初期状態とほと

んど変わらないようになった。（図７は，毎日１回記録さ

れたゼロスパン出力波形だけを測定日順に並べてみたも

のである。）　

4. お  わ  り  に

従来の接触燃焼式センサは，その触媒の活性度の劣化

要因となるSO2を含む燃焼排ガス中では永久被毒を受ける

ため耐久性が著しく短かった。今回開発したセンサの耐

久性は，高濃度のSO2ではなく排ガス中に存在する有機性

ガス（炭化水素系）により，一時被毒を受けることが判っ

た。そしてこの有機性ガスの耐久性への影響は，定期的

なクリーニング処理によってほぼクリアできることが

フィールドテストで実証できた。

そこで，センサユニットを２組搭載し，一方で測定し

図７　定期クリーニング運転時データ図６　センサ感度経時低下データ

ている間に，他方をクリーニングする交互運転方式で検

出器を運転することにより，高耐久性と連続測定とを両

立する方式のものを試作・評価し，動作確認まで進んで

いる。

燃焼管理用の分析計としてはジルコニア式酸素計が広

く使われているが，さらにきめ細かく，より高度な燃焼

管理をするためには，酸素だけではなく，排ガス中の未

燃ガス成分を測定することが重要とされている。赤外線

式に比べて応答の早い本センサで測定することにより，

低空気比での燃焼が可能となり，CO2の排出量の削減，

燃料費の削減が実現でき，またバーナの不調の早期発見

など予防保全が可能になると考える。
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