AVL

スマート サンプラ 粒子 状 物 質（ P M ）捕 集 装 置

法定試験および開発試験用分流希釈システム

重量測定のためのPM 捕集
準拠要件およびコンプライアンス
内燃機関からの粒子排出は、複数の規制組織により、国際的に規制されていま
す。
これらの規制の測定方法と容認基準には、
それぞれ若干の違いがあります。
各種の規制には、粒子の質量を測定して、
エンジン認証時に報告しなければなら
ないという共通の要件があります。

粒子状物質とは?

主な特徴
• す
 べての関連する規制に完全準拠
• 迅速な暖気時間: スマート サンプラは電源投入
後15 分で操作準備が完了
• オプションのアドオン サンプリングを使用するこ
とにより、
スマート サンプラは粒子数計測用の
希釈装置として動作
• コンポーネントのモジュール化により、
シンプル
なオプション構造が実現し、将来のアップグレー
ドがお客様の現場で簡単にできる
• 設置時間が短く、
テストセルの変更が迅速に行
える

粒子状物質(PM)は、
ディーゼルおよび直噴ガソリンエンジンからの排気が、
周囲
空気と混合し生成されます。このような状態下で、排気中に存在する燃焼生成物
(スート、炭化水素、硫酸塩、硝酸塩、灰)分が、吸着、凝結、凝集の生理化学的プロ
セスを介して、様々なサイズの粒子を形成します。

実用的なアプリケーション
AVL スマート サンプラに代表される分流希釈システムは、決められた条件下で、
排気ガスの一部を空気と混合し、希釈します。これにより、大気中の反応をシミ
ュレートした再現性のある方法で粒子を形成します。その後、希釈排気ガスを粒
子捕集フィルタを介してサンプリングすることにより、秤量可能となります。分流
システムは、原理的に全流システムと同様に動作しますが、
CVS が排気流量全体
を希釈するのに対して、分流システムは、総排気流量の一部のみ希釈します。AVL
スマート サンプラの設計は自由度が高く、ECE 規則No. 49 および国際技術規則
No. 4 に準拠した粒子数計測を行うための、希釈装置として使用することもでき
ます。粒子数測定時には、装置を重量測定時と同様に稼動させ、希釈排ガスを定
量サンプルしオプションの粒子数測定装置に導きます。

AVL スマート サンプラ

モジュール式の設計により高い柔軟性を実現

AVL スマート サンプラは、定常および過渡条件にお
ける、
内燃機関からの排気微粒子の重量測定サン
プリングを目的とした、分流希釈システムです。

スマート サンプラには、以下の柔軟性の高い設置
オプションがあります。
• トロリー設置(メイン キャビネットとフィルタ キ
ャビネットの両方を1 つの架台に取り付け)
• 分離設置(メイン キャビネットを、
フィルタキャビ
ネットから12 m 以内に取り付け)
• 壁面設置(メイン キャビネットまたはフィルタ キ
ャビネットのいずれかを壁面に取り付け)

AVL スマート サンプラは、過渡および定常条件で
の粒子状物質（PM）試験用として、EPA ではCFR
1065、EU ではISO 16183、ECE 規則No. 49、国際
技術規則No. 4 によって承認されています。
AVL スマート サンプラは、分流希釈およびパティキ
ュレート測定装置を、500 ユニット以上設置してき
た30 年に渡る実績の結集です。

ハードウェアおよびソフトウェア アーキテク
チャ
ハードウェア設計は、以下の4 つの主要なコンポー
ネントで構成されています。
• メイン キャビネット(電気全コンポーネント、機
械コンポーネント、
ガス流コンポーネントの大部
分を収納)
• フィルタ キャビネット(パティキュレートフィル
タ、希釈空気コンディショナ、
バイパス フロー ア
センブリを収納)
• プローブおよび希釈トンネル アセンブリ
• GEM140 V2.0 制御ソフトウェア(メインキャビネ
ットに取り付けられている内蔵コントローラ上
で動作)

各種設置法により制約のあるテストベッドを最適化
でき、
レイアウト変更も容易になります。
アップグレードが容易
スマート サンプラはモジュール方式を採用している
ため、基本的な構成から、高度な構成まで、
お客様
の設置現場で容易にアップグレードできます。
安定した校正と校正データ管理
法規で定められた流量校正は、装置が自動的に実
施します。
効率的な操作
スマート サンプラは、冷間始動後わずか15分で操
作準備完了します。
この起動時間は業界トップレベ
ルであり、時間とエネルギの節約になります。

スマート サンプラのメイン キャビネットとフィルタ キャビネットは、1 つのトロ
リーに配置することができるため、
テストセルでの自由度が高まります。

加熱および送風式サンプルパスを用いた高度な
希釈トンネル
高度な希釈トンネルは、加熱および送風といった両
面の排気サンプル方式を採用ているため以下のよ
うに入口条件の範囲が拡がります。
• 最高排気ガス温度 500°C
• テストセル周囲温度 5°C～50°C
• 希釈比 未希釈から40:1
(フィルタの表面温度を規制値に準拠した47°C
(±5°C)に保つため)

柔軟性に富んだアプリケーション
スマート サンプラにアドオン サンプリング オプショ
ンを使用すると、
トラック用エンジンの研究開発試
験および認証試験に、
また乗用車研究開発としての
粒子数計測として、
コスト効率が高く理想的なソリ
ューションとなります。

直観的なグラフィカル ユーザ インターフェイス
スマート サンプラのグラフィカル ユーザインターフ
ェイスは、経験豊富なユーザ向けのハイレベルな機
能を装備しながらも、初めてのユーザでもすぐに使
用できるよう設計されています。直観的なインター
フェイス設計を採用することにより、
テストランの構
成は、
メインのグラフィカル ユーザ インターフェイ
スによって簡単な1 つの手順で設定できるため、
お

客様はテストランの設定にかける時間を節約するこ
とができます。

推奨オプション
希釈空気の温度を、国際規則に準拠した
15°C～50°C の範囲内に制御するための、希釈空気
コンディショナ
US EPA 40-CFR 1065 により推奨されているよう
に、排気サンプルからの非燃焼アーティファクトの
機械的分離を行うための、
サイクロン式セパレータ
ほとんどの国際規則で要件とされているように、
フィ
ルタ表面温度を調整するための、
フィルタ ハウジン
グによる加熱と冷却
スマート サンプラでアドオン サンプリングを使用
すると、
パティキュレート サンプルをAVL Particle
Counter に導入することができるため、
ヘビーデュー
ティEU VI アプリケーションで、粒子数測定のため
にCVS を使用する必要がありません。

スマート サンプラのメイン制御キャビネットには、定常試験および過度試験で
サンプルの比例制御を行うための、
センサと流量コントローラが収容されている

研究開発試験用に準備した高圧過渡オプションに
より、
スマート サンプラは、
ディーゼル排気後処理
システム(例: DPF)の上流の圧力、温度で稼動でき
ます。
これにより、研究員はディーゼル パティキュレ
ート フィルタ堆積量を予測できます。
スマート サンプラは直観的で使いやすいGUI を採用

AVL スマート サンプラ 仕様
測定原理: 重量測定法
下記国際規則準拠
U.S. EPA 40-1065.140
ECR 規則No. 49、Rev. 3、04 シリーズ /ECE 規則No. 49、Rev. 4、05 シリーズ
GTR(Global Technical Regulations： 国際 技術規則）No.4 .
97/68/EC 指令の最新改訂2004/26/EC、ECE 規則No. 96、Rev. 2、01
ISO 16183 (2002)、ISO 8178-1 (2006)、ISO 8178-11 (2006)、日本 JE05
88/77/EEC 指令の1999/96/EC および 2001/27/EC による改訂
測定値出力
g/kW-hr、g/bhp-hr
主な用途
認証(HD)および研究開発(HD お よびLD)
ECE 規則No. 49、GTR No. 4 による認証
ディーゼル排気後処理システムの研究開発
測定範囲
0.0 g/kW-hr 近傍を検出
CFR 1065 準拠試験用47 mm フィルタ径
ISO 16183/8178 準拠試験用70 mm フィル タ径も使用可能
装置稼動要件
メイン キャビネットとフィルタ キャビネ ットとの
設置許容最大距離
12 m
トランスフォーメーション時間(t50) 2 m 接 続時150 ms
12 m 接続時240 ms
排気温度範囲
25～500°C
(高圧オプション装着時800°C)
排気圧力範囲
0～200mbar（ゲージ圧）
高圧オプション装着時 0～600mbar（ゲー ジ圧）

設備要件
寸法および重量

使用環境温度
電圧要件
圧縮空気要件

インターフェイス要件
通信プロトコル
単独制御モード

アドオン サンプリングオプション

メイン キャビネット (HxWxD) 86x79x38 cm 80 kg
フィルタ キャビネット (HxWxD) 86x79x38 cm
70～85 kg (オプション装着により変化)
一体式 (メイン+フィルタ+トロリー)
190x79x66 cm 260 kg
5～50℃
AC110～240 V 50～60 Hz 1/PE 自動電圧 検出
580 kPa (70 psi) 以上
790 kPa (110 psi) 以下
ピーク時 680 SLPM (24 SCFM)
通常 340 SLPM (12 SCFM)
AK インターフェイスによる統合制御、
また は単独制御モード
(RS232 またはイーサネット)計測開始/停止 用デジタル入力
0～10 V(エンジン吸入空気流量信
0～10 V(燃料流量信号)
0～10 V（ 排気流量信号)
0～10 V(抽出排気流量値)
0～10 V（ 戻し排気流量値)
計測開始/停止用デジタル入力
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