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エンジンの燃費改善・尿素 SCR 触媒開発に役立つ
直接計測・高速排ガスレーザ計測装置
Direct and High-Speed Exhaust Gas Measurement System using Semiconductor Laser
- Useful Tool for the Development of Energy-efficient Engines and Urea SCR Catalysts -

交 通 ･先 端 機 器 事 業 部
パワートレイン事 業 グループ

低炭素化社会の実現に向け，電気自動車の開発が進んでいるが，一方で，当面主力となる内
燃機関において，過渡状態の燃焼を詳細に解析し，これまで以上の燃費改善，低エミッション化
を実現するために，エンジン燃焼サイクルの現象をとらえられるように１ms での計測が可能な装置
が必要となる．また，排ガス規制が年々厳しくなる中，欧州では，次期規制である EUROⅥにおい
て，規制対象となるアンモニア(NH3)の高精度計測器が必要とされている．

|1. SUPPLEA 及び TDLAS の特長
1.1 SUPPLEA（SUPer Prompt Laser Exhaust gas Analyzer）
排ガス温度と多成分（H2O,CO,CO2,CH4 ）ガス濃度を１ms の超高速応答計測が可能であり，
下記にその応用例を挙げる．
(1) 直接計測及び１ms での超高速計測によるエンジンサイクルの過渡現象の見える化により，こ
れまでとらえられなかった現象（燃料リッチ・リーン燃焼等の過渡現象，失火検出，気筒ごとの
バラつき）をとらえることができるため，エンジン開発(ハード，ソフト)に適用できる．
(2) 高速応答の流量計，THC 計と組合せにより，超高速応答(ms オーダ)の燃費計測計の実現が
期待される．
(3) 可搬タイプで，実車に搭載しての車載計測が可能であり，テストベンチ試験～実車試験まで，
同一の計測器を使用することにより，試験ステージにおける計測器間の器差を排除でき，エン
ジン開発期間を大幅に短縮できる．
(4) 温度計測は，H2O の吸収スペクトルを利用して温度解析を行うため，配管からの輻射熱の影
響を排除したガス温度計測が可能である．

1.2 TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)
NH3 を ppm レベルで高速応答計測（～100ms）が可能であり，下記にその応用例を挙げる．
(1) EUROⅥにおいて規制対象ガスに追加される NH3（規制値：10ppm）を高精度に計測できる．
(2) ２箇所同時計測により，触媒周りでの NH3 の分布計測が可能であり，NOx 低減後処理システ
ム（尿素 SCR 触媒）の開発期間短縮及び触媒量低減（コスト低減）を目指した開発が可能とな
る．
(3) 高速応答(100ms)のため，従来の FTIR 式では困難であった瞬時アンモニアスリップの可視化
が実現できる．
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|2. SUPPLEA 及び TDLAS の仕様
表１に装置の仕様を示す．
表 1 各装置の仕様
SUPPLEA
測定原理
計測ガス種等

TDLAS
直接計測式

半導体レーザ吸収分光法
H2O, CO, CO2, CH4, 温度
温度： 30～800 (℃)
H2O, CO2： 0～20 (vol％)
CO： 0～10 (vol％)
CH4： 0～1 000 (ppm)

計測レンジ

サンプリング式
半導体レーザ吸収分光法
NH3
NH3：0～1 000 ( ppm )

応答時間

1ms

100ms

寸法
(W x H x D)
(mm)

435W x 385H x 365D (車載可能)

540W x 1 200H x 800D

重量

35kg

85kg

最小検出限界
（2σ）

CO, CO2, CH4：±2 (％/FS)
@25℃&0.1MPa abs
H2O：±2(％/FS)@150℃&0.1Mps abs
温度：±10(℃) @150℃&0.1MPa abs

5ppm@300℃&0.1MPa abs

200ms 以下
（サンプリング流量 12L/min 時）
540W x 1 200H x 800D（計測盤）
750W x 877H x 300D
（サンプリングラック）
120kg（計測盤）
80ｋｇ（サンプリングラック）
2ppm@300℃&0.1MPa abs

|3. 計測事例
3.1 SUPPLEA
3.1.1 過渡現象の可視化
従来のサンプリング式では，前処理や分析部へのガス搬送時間の影響で高速化が困難で
あり，濃度変動の過渡現象を明確にとらえきれていなかった．本装置では，直接計測による高
速応答化により，この過渡状態を可視化した事例を以下に示す．
① エンジン始動時
図１に示す通り，冷間始動時には，不完全燃焼により，未燃炭素（CH4）や CO が瞬間的に
発生している現象を明確にとらえている．
② フューエルカット時
図２に示す通り，フューエルカット時に CO,CH4 が過渡的に発生する現象をとらえており，
フューエルカット時の ECU 制御の最適化に貢献することができる．

図１ エンジン始動時の過渡現象

図２ フューエルカット時の過渡現象

3.1.2 失火検出への適用
失火検出には，エンジン燃焼サイクルレベルの応答性が必要となる．１ms の応答性を持つ
SUPPLEA は，４気筒エンジンで 6000rpm の運転を行った場合，
6000rpm×（燃焼１回/２回転）×4 気筒÷60 s = 200Hz (5ms)であり，１回の燃焼を５点サンプ
リングすることができるため失火検出への適用が可能になる．
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図３左図は単気筒エンジンで 3 600rpm 時の運転を行った場合の SUPPLEA 計測波形であ
る．図３右図のエンジン回転数とガス温度の FFT 解析結果は，共に 30Hz に一致し，エンジン
燃焼サイクルでのガス温度の変化が明確にとらえられていることが分かる．

図３ ガス温度計測＆FFT 解析

3.2 TDLAS
NH3 投入量を２ s 間隔で，ステップ状に増加させ，TDLAS（サンプリング式及び直接計測式）に
て NH3 濃度を計測した．NH3 投入量は Max500ppm 程度で実施した．
図４に示す通り，サンプリング式では，200ms 程度，直接計測式では，100ms 程度の応答性を
示し，NH3 投入量との相関も十分にとれていることを確認できる．

図４ 計測結果

