防爆形

プロセス用レーザーガス分析計

PLGA-1000
PROCESS LASER GAS ANALYZER

カーボンニュートラル社会へ新たな計測ソリューション
HORIBA独自の次世代ガス計測技術

※1

石油化学プラントの製造プロセスでの生産性向上に貢献する、
プロセスガスクロマトグラフに代わる新しい計測ソリューション。
※2

※1：特定の製造プロセスに限定

※2：当社の独自評価

プロセス用レーザーガス分析計PLGA-1000は、石油化学プラントなどの原料ガスに
含まれる炭化水素などを計測する装置で、メタン、エタン、アセチレン、二酸化炭素

などを同時に測定します。独自の技術により、炭化水素中に不純物として存在する
低濃度のアセチレンや二酸化炭素を高速・高感度かつ連続で計測でき、製造プロセス
での生産性、コスト、品質等の改善や環境負荷低減に貢献します。

プロセス用レーザーガス分析計

PLGA-1000
PROCESS LASER GAS ANALYZER

革新的技術で新たなベネフィットを実現
特定の製造プロセスに対して、プロセスガスクロマトグラフによる計測に代わる新たなソリューションを、

HORIBA独自のIRLAM™（Infrared Laser Absorption Modulation）技術を搭載したPLGA-1000で実現します。
高感度でかつ安定した高速連続ガス計測によりプロセス制御を改善
短い計測時間で高濃度炭化水素中の低濃度不純物ガスを高感度に連続計測。

▶高感度計測：高濃度炭化水素中の低濃度不純物をppbレベルで計測
▶高 速 応 答：3秒（詳細は仕様の応答時間を参照）

オペレーションコスト低減

IRLAM技術を利用した、カラム不要のガス分析計。光源に量子カスケードレーザーを使用し交換部品や校正頻度を低減。

設置面積低減

小型ガスセル（ヘリオットセル）
などの採用で分析計の設置面積を低減。

HORIBA 独自の技術 IRLAM（アーラム）

HORIBA独自のIRLAM技術は、特長のある3つの新技術で構成されています。

キーコンポーネントはすべて自社で開発･生産しており、多様なニーズにお応えします。

IRLAM技術の三本柱と特長
量子カスケードレーザー

ヘリオットセル

高感度

1

量子カスケードレーザー

低干渉

2

濃度演算アルゴリズム

小型

高信頼性

ヘリオットセル（多重反射セル）

計測ガスごとに最適化された
中赤外領域のレーザー光源

コンパクトサイズかつ
長光路のガスセル

ダイオードレーザーでは難しかった中赤外光
（波長

IRLAM技術の詳細はこちら

3

濃度演算アルゴリズム

高い信頼性と演算量削減を両立した
ガス濃度演算アルゴリズム

アプリケーションに最適な光路長と構造にカスタ

計測したガスの吸収信号から
「特徴量」
と呼ばれる

4-10 μm中赤外領域）のレーザー発振を実現。

マイズされたヘリオットセルを搭載することで、

データを抽出し、
その特徴量を用いて少ない演算量

光源を開発しました。

ガスセルを開発。高感 度かつ高速計 測を実現

を補正する
「ガス濃度演算アルゴリズム」
を開発。

しました。

これにより、
従来の方法ではリアルタイムでの計測

ガス計測に最適化され、
耐環境性能も高いレーザー
（特許出願済）

光路長5 m・セル容積40 mLのコンパクトな独自

（日本特許番号：7050639、米国特許番号：10551299）

で干渉ガス影響や周囲温度変化などの環境影響

を行うには高性能なコンピューターが必要でし
たが、IRLAM では装置組み込み型の汎用的な

マイクロコンピューターでも十分に対応できます。

量子カスケードレーザー
ヘリオットセル
■ IRLAMは株式会社堀場製作所の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

（日本特許番号：6886507、米国特許番号：11030423）

現場環境に合わせた最適な計測ソリューションを提供
石油化学プラントには数多くのプロセスがあります。

プロセス用レーザーガス分析計PLGA-1000は、お客様のプロセスガスや現場環境に応じて

オプションやサンプルハンドリングを組み合わせることで、最適な計測を実現できます。

HORIBAのエンジニアリング部門では、これまでの経験・ノウハウを活かし最適な計測ソリューションを提案します。

〔オレフィン生産プロセスフローの例〕
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サンプルガスハンドリング例

光学系のパージ用窒素ガス発

HORIBAのこれまでの経験・

生ユニット。これにより圧縮
エアーでのパージが可能。
（特許出願済）

ノウハウがつぎ込こまれた、
プロセスごとに合わせたサン
プリングユニット。

仕様
名称

プロセス用レーザーガス分析計

形式

PLGA-1000

測定方式

非分散形赤外線吸収方式（NDIR）

光源

量子カスケードレーザー

レーザクラス

Class 1（IEC 60825-1：2014に基づく）

測定成分

メタン
（CH4）
、エタン
（C2H6）
、アセチレン
（C2H2）
、二酸化炭素
（CO2）

※1

測定レンジ

CH 4 ：0-2000 ppmまたは0-5 vol%
C 2H 6：0-50 vol%
C 2H 2：0-50 ppm
CO 2 ：0-200 ppm

繰返し性

フルスケールの±1.0 %

防爆構造

内圧防爆構造
IECEx, JPEx, Canada: Ex pzc IIC T4 Gc
ATEX, UKCA:
II3G Ex pzc IIC T4 Gc
US, Canada: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4
US: Class I, Zone 2, AEx pzc IIC T4 Gc

接ガス部材

SUS316、SUS304、BaF2、FKM、PTFE、Au、Ni

ガス接続径

NPT1/4、NPT1/2（オプション：N 2ジェネレーター）

圧力異常警報出力

3点（ケース、光学系ユニット、セル）
各端子でDC 5-24 V、1 A

通信機能

Modbus TM/TCP

アナログ出力

4点（ガス濃度）4-20 mA

接点出力

3点（校正中／総合警報／測定中）
リレー接点出力（絶縁出力）
各端子でDC 5-24 V、1 A

デジタル出力

1点（信号遮断器電源制御リレー用）DC 24 V、100 mA以下

外形寸法

（突起部含む）
最大：664 mm（W）
× 270 mm（D）
× 704 mm（H）

質量

標準：46 kg 最大：50 kg （製品仕様により異なる）

電源電圧

AC 100-120 V 50 Hz/60 Hzまたは
AC 200-240 V 50 Hz/60 Hz

消費電力

最大250 VA

直線性（指示誤差） フルスケールの±1.0 %
応答時間

Td + T90：3秒 （分析計入り口でのガス流量が1.6 L/minの場合）

ゼロドリフト

フルスケールの±2.0 %/月

スパンドリフト

フルスケールの±2.0 %/月

データ更新周期

1秒

校正周期

1ヵ月
-10 ℃〜50 ℃または -10 ℃〜45 ℃
（直射日光無きこと。輻射熱、伝熱によるケース温度上昇を含む）

周囲温度

※周囲温度の仕様により保護ガス流量は異なる

ケース保護等級

IP66、NEMA4X

最大負荷：550 Ω

※1：その他の成分についてはお問い合わせください。■Modbusは、Schneider Electric USA Inc.の商標です。

外形寸法図
■ PLGA-1000 分析計本体

（単位：mm）

■ PLGA-1000 分析計本体（オプション部含む）
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HORIBAグループでは、品質ISO9001•環境ISO14001•労働安全衛生ISO45001を統合したマネジメントシステム（IMS:JQA-IG001）を運用しています。
さらに事業継続マネジメントISO22301を加え、有事の際にも安定した製品•サービスを提供できるシステムに進化しました。

●このカタログの記載内容については、改良のために仕様・外観等、予告なく変更することがあります。●このカタログの製品詳細については別途ご相談ください。
●このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
●このカタログに記載されている製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。●このカタログで使用されている製品画面は、はめ込み合成です。
●このカタログに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
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