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It has been a major challenge to reduce anthropogenic carbon dioxide emissions from combustors. 
Behind the trend is the fact that increased carbon dioxide in the air causes global warming and adversely 
affects natural ecosystems. It is thus becoming more important to understand the emission characteristics 
to minimize environmental disruption and to improve the efficiency of combustors such as engines. In 
particular, detailed measurement techniques for the parameters such as temperature and species 
concentration are necessary to elucidate the overall nature of combustion systems. In engines, exhaust gas 
concentration and temperature distributions are important factors in NOx, THC and PM emissions. They 
are also the catalytically important parameters in both gasoline and diesel engines. In this study, the 
theoretical and experimental research has been conducted in order to develop the noncontact and fast 
response 2D temperature and concentration distribution measurement method. The technique is based on 
a computed tomography (CT) method using absorption spectra of molecules such as H2O and NH3. The 
CT tunable diode laser spectroscopy method using 16-path laser beams was applied to measure 2D 
temperature and NH3 distributions in burner flames and engine exhausts. 2D temperature and NH3 
distributions were successfully reconstructed using a set of 16-path absorption spectra. Considering the 
space averaged characteristics of the CT method, measurement results of temperature distributions show 
good agreement with the thermocouple measurements. Since CT tunable diode laser absorption 
spectroscopy has a potential of the kHz response time, this method enables the real-time 2D temperature 
and species concentration measurements to be applicable in various industrial processes including engine 
applications. 
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１. まえがき

地球温暖化，化石燃料の枯渇，環境汚染等の防止の観点

から，様々な分野で地球環境保全やエネルギーの有効利用

の重要性が指摘されている．また，2011 年 3 月の原子力

発電事故により，火力発電や各種工業機器の効率化の重要

性が再認識されてきている．このような背景から，このよ

うな工業機器の効率改善や現象把握に応用展開できる先

端計測技術の開発が望まれている(1)．本プロジェクトでは， 

 

 

プラントや各種工業機器に活用できるレーザ計測技術の

開発を進めており，本報告では，火力発電やエンジンなど

で多くのニーズを有する 2 次元リアルタイム温度・濃度計

測技術を報告する．

温度や濃度の非接触計測技術のエンジンやバーナ等の

ように燃焼現象を工学的に応用する場において，燃焼構造

やその過渡的な振舞いを詳しく解明することが急務とな

っている．このニーズに対応するためには，温度分布や各

種成分濃度分布を可視化し，燃焼の内部構造を明らかとす

ることが必要である．これらの燃焼現象の要素の中でも，

温度・濃度はプロセス制御する上で非常に重要なパラメー

タであり，燃焼構造や燃焼機器の性能に大きく影響を及ぼ
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す因子である．上記理由から，燃焼ガスにおいて 2 次元温

度・濃度分布を高応答で時系列的に計測することが望まれ

ている．このような技術は，エンジンやボイラ，ガスター

ビンの性能向上やプラント制御等にも応用でき，広範囲な

応用展開が期待できる．

近年，高感度・高応答の計測手段として，レーザ応用計

測技術が研究開発されており，半導体レーザ吸収法を活用

した高応答・多成分同時(CO, CO2, NH3, NO, CO, CH4, 温度）

計測が開発されている(1)-(3)．このような技術開発により，

エンジンなどの過渡応答現象が解明されつつある．しかし

ながら，この技術は，計測部の平均値を求める手法であり，

計測断面の分布を求めるまでには至っていない．本プロジ

ェクトでは，半導体レーザ吸収法に CT(Computed 

Tomography)を組合せ,各レーザパスの光吸収量から kHz

レベルの 2 次元リアルタイム温度・濃度を算出する方法を

開発した．

２. 理論

2.1. 吸収法 

吸収法は気体分子が化学種に特有の波長の赤外線を吸

収する性質及びその吸収量の温度・濃度依存性を利用した

計測法であり，図１に示すように，入射光が光路長 L の吸

収媒体を通過するとき，入射光と透過光の強度の比(Iλ/Iλ0)

により濃度や温度を計測することができる．この関係は

Lambert-Beer 則に従う(1)． 

  (1) 

ここで Aλは吸光度，ni は準位 i に存在する分子数密度，L

は光路長，Si,j(T)は準位 i から j への遷移における吸収線強

度，T は温度，Gνi,j は吸収線のブロードニング関数であり，

通常 Voigt 関数で表される(1)． 

図２に 1388nm域の水蒸気吸収スペクトル温度依存性を

示す．計算には HITRAN データベースを用いた(4)．吸収線

強度は温度と濃度に依存し，そのスペクトル強度から濃度

を算出することが可能となる．また，各吸収線の強度比は

温度に依存し，それらの吸収線の強度比を求めることで温

度を算出できる．なお，計測を行う上で，計測場に存在す

る各成分の吸収線の重なり（干渉）を把握することは重要

である．吸収線の重なりの解析例を図３に示す．1566nm

近傍における CO と H2O の干渉は，温度により異なるこ

とが分かる．このように，CO, CO2, NH3,などを計測する

上で H2O の吸収線が干渉するケースが多く，対象となる

温度・圧力条件における干渉状況を事前に検討することが

重要である．

図１ 吸収法の概念図

(a) 300K, 0.1MPa 

(b) 600K, 0.1MPa 

図２ H2O の吸収スペクトルの温度依存性 
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    (a) 300K, 0.1MPa 

(b) 800K, 0.1MPa 

図３ CO と H2O の吸収スペクトルの重なり 

2.2. CT 

一般的によく知られている X 線 CT は X 線を利用して

対象物をスキャンしてその断面内を細分化し，X 線吸収量

をその切り分けた要素ごとに計測し，未知数と同じ数の X

線吸収量の情報を集めることで対象物断面を構成する技

術である．燃焼ガスには水蒸気や炭酸ガス等が多く含まれ

ていて， 照射された光は固有の吸収スペクトルをもつそ

れらの化学種を通過するときにある波長で一部吸収され

て減衰する．吸収法では，計測場を透過する光路の積分値

として吸収量が計測される． 2 次元温度分布を計測する

ためには，複数のレーザ光を計測場に照射し，CT を用い

て 2 次元画像を再構成する必要がある(5)-(8)．図４に示す構

成でレーザ光を計測場に照射した場合，各レーザパスにお

ける信号強度は以下の関係式で表わされる(5)-(6)． 

(2) 

ここで Aλ,q はパス p における吸光度，nq はグリッド q にお

ける分子数密度，Lp,q はグリッド q を通る p 方向のパス長

である．図５に計算の手順を示す．計算では，初期の温度，

濃度を仮定し，式(3)を用いて繰り返し計算を行うことに

より，実験値と理論値の誤差が最小となるよう，各グリッ

ドにおける温度，濃度を収束させた(6)． 

 2

, , exp( ) ( )q theory q erimetError A A          (3) 

図４ CT グリッド及び画像再構築 

図５ CT 解析方法 

, , ,p q p q q
q

A n L 

徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告
BULLETIN OF INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE THE UNIVERSITY OF TOKUSHIMA

- 21 -



３．実験装置

図６に実験装置の概略を示す．対象となる成分の吸収ス

ペクトルを計測するために，波長可変半導体レーザ（多く

の場合， DFB レーザが使用される)を使用する．半導体レ

ーザ(LD)は活性層の温度により発振波長が変化する特性

を持つ．この特性を利用すると， LD に入力する電流値を

変化させて波長スキャンを行い，波長に対する吸収量の変

化を連続的に計測できる．レーザのスキャン周波数は数～

数十 kHz で，図６に示す CT 計測セルを用いて，各レーザ

パスの吸収スペクトルを同時に計測する．レーザ光はファ

イバスプリッタにより分岐され，コリメータで対象物に照

射される．透過光はフォトダイオードによって検知され，

吸収スペクトルデータは記録計に記録される．各パスの吸

収スペクトルは，図５に示すCTアルゴリズムに使用され，

温度及び濃度が解析される．

(a) 計測セル光学系配置 

(a) 16 パス計測セル写真 

図６ 16 パス CT 計測セル 

本研究では，図７に示すブンゼンバーナ及びエンジンの

温度分布及び NH3 分布計測例を紹介する． NH3 分布計測

は，尿素 SCR における排気管内への尿素噴射の最適化な

どに応用することを目的としている．温度分布計測では

1388nm の DFB レーザ（NEL，NLK1E5GAAA)を，NH3 分

布計測では 1512nm の DFB レーザ（NEL，NLK1S5GAAA）

を使用した．図７(a)にバーナ実験装置の概略を示す．バ

ーナ径は 8mm であり，バーナ端から距離 95mm の地点に

計測セルを設置した．また，計測領域の温度を線径 100μm

の熱電対にて測定した．図７(b)にエンジン実験装置の概

略を示す．エンジンの排管は内径 22 mm である．計測セ

ルの径は 70mm であり，その中心に排管を設置した．NH3

計測では，排管の中心部に内径 8 mm の NH3 添加管を設置

した．実験では，熱電対で排管中心温度を，回転速度計で

エンジンの回転数を計測している．

(a) バーナ実験装置 

(b) エンジン実験装置 

図７ 実験装置
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４．実験結果

4.1. CT 半導体レーザ吸収法の計測精度 

図８にブンゼンバーナにて計測した各レーザパスの

H2O 吸収スペクトルを示す．図８(a) は低温域のレーザパ

スのスペクトル，図８(b) は中温域のレーザパスのスペク

トル，図８(c) は高温域のレーザパスのスペクトルである．

図２より明らかなように，#1 と#2 の吸収線強度比は温度

に従い増加する傾向を有していることが分かる．

(a) 低温域レーザパスの吸収スペクトル 

(b) 中温域レーザパスの吸収スペクトル 

(c) 高温域レーザパスの吸収スペクトル 

図８ 低温域レーザパスの吸収スペクトル

CT アルゴリズムに適用して再構成された温度分布を図

９ (a) に示す．解析では，各レーザパスに対し，光路上

で補間を行い，解析点を増加する方法を採用した．計測領

域の温度を線径 100μm の熱電対にて測定した温度結果を

図９(b)に，両計測結果の比較を図１０に示す．温度の高

い領域が計測セル中央部に存在し，中央部から 10mm 近傍

の地点で温度低下していることが分かる．CT 解析では，

CT 解析領域内で温度の平均化が行われ，密度の大きい低

温部分に温度が引きずられる傾向が生じる．そのため，火

炎中心部で温度の不一致が生じているが（図１０(a)，

Y=0mm，X=0mm），このことを考慮すると両計測結果は

良い一致を示しているといえる． CT 解析において，収束

性及びその精度は初期値の温度，水蒸気濃度分布の選定が

重要となる．また，温度依存性の異なる複数の吸収線を用

いることは解析の安定性を向上する上で有効であり，多項

式ノイズ除去法(2),(3)を用いたスペクトルフィッティング

法も安定性向上に大きく寄与する．

(a) CT 半導体レーザ吸収法計測結果 

(b) 熱電対 

図９ 温度計測結果
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(a) Y=0mm 

(b) Y=-4mm 

図１０ 温度計測比較結果

4.2. エンジン排ガス計測結果 

エンジンは無負荷状態にて運転を行った．図１１(a)に

エンジン始動後の 2D 温度分布計測結果を，(b)にエンジン

排ガスに NH3 を添加(流量 60L/min)した場合の NH3分布計

測結果を示す．温度計測では，計測セル中央部に高温域が

存在し，中央部から 10mm 近傍の地点で温度低下している

ことが分かる．また，NH3 計測結果では，計測セルの中央

部に高濃度域が存在し，中央部から 7mm 付近にかけて濃

度は低下している．また，10mm 近辺以降，NH3 濃度はほ

ぼ検出されていない．

過渡状態での計測や非対称分布を有する温度場での計

測では，空間分解能及び時間分解能の向上が必要となる．

半導体レーザ吸収法を用いた排ガス中温度，濃度計測では，

1ms の時間分解能が実証されており(3), 計測の時間分解

能を向上することは信号の取り込み速度を高速化するこ

とで容易に達成可能である．また，レーザパス数を増やす

ことで空間分解能を向上でき，過渡状態での計測や非対称

分布を有する温度場への適用は十分に可能であると考え

られる．なお，より高温場（1000-2000K）やエンジン筒内

のような高圧場への適用では，計測する吸収線の選定や，

レーザ波長の波長掃引幅の拡大などが重要となる．

(a) 温度分布計測結果 

(b) NH3 分布計測結果 

図１１ 2D 温度及び NH3 分布計測結果 (16 パス) 

5．結言 

半導体レーザ光吸収法に CT を組合せて，各パスの光吸

収量から高応答で温度・濃度分布を算出する方法を解説し

た．本手法は以下の特徴を有する．

1）本手法は，2 次元温度・濃度の非接触かつ kHz レベル

の時系列計測を可能とする．

2) 空間分解能はレーザパス数に依存し，温度分布として

は，CT 解析領域の平均値となる. 

3）温度依存性の異なる複数の吸収線を用いることは解析

の安定性を向上する上で有効となる．
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本計測手法を用いることにより，エンジンなどの排ガスや

燃焼ガスの温度・濃度変化を 2 次元で捉えることが可能で

あり，エンジンやボイラ，ガスタービンの性能向上やプラ

ント制御等にも応用されることが期待される． 
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