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横河電機は，電子工業分野をターゲットに，ppm の低濃度から 100% O2 の高濃度まで，１台で酸素濃度を測

定できるジルコニア酸素濃度計 OX400 を開発した。実績のある細管のジルコニアパイプをセンサに使用し高速

応答，高信頼性を実現した。また，ユーザによるセンサ交換が容易な構造を採用し，測定ガスの吸引にはポンプ

方式に加えアスピレータ方式を用意し，メンテナンス性を向上した。本稿では，ジルコニア式酸素濃度計の原理，

OX400 の特長，構造，応用例を紹介する。

Targeting the electronics industry, Yokogawa has developed the OX400 zirconia oxygen 
analyzer capable of measuring a wide range of concentrations from ppm up to 100 vol%O2 . The 
OX400 has such characteristics as high-speed response and high reliability by using a zirconia 
narrow tube with proven track record for the sensor. Furthermore, the analyzer was designed so 
that customers can replace the sensor themselves. To improve maintainability, an aspirator type 
is provided for gas sampling in addition to a pump type. This report introduces the principle of 
zirconia oxygen analyzers, and the features, structure, and application examples of the OX400.

はじめに111

産業界では，製造プロダクトの品質のみならず環境問
題やエネルギー効率の見地から，酸素濃度を測る必要性
は年々増す傾向にある。必要とされる酸素濃度の測定レ
ベルは，対象のアプリケーションにより ppm あるいはそ
れ以下の低濃度から 100%までまさに千差万別である。

横河電機はこれまで燃焼管理を中心として PA (Process 
Automation) 市場に％オーダーの酸素計を投入してきた。
しかしながら，FPD (Flat Panel Display) 製造プロセスや
セラミックコンデンサ製造プロセスでの利用等，電子工
業分野を中心に，より低濃度の酸素測定の要求が高まり，
これに答えるため，今回，低濃度用の酸素濃度計 OX400
を新たに開発し，発売した。最小分解能 0.01 ppm で
0-10 ppm から 100% O2 までの幅広い測定レンジを有す
る。実績のあるジルコニアセンサを搭載し，高い再現性，
高速応答を実現した。またユーザによるセンサ交換を可
能にする等により，メンテナンス性も向上させた。
図 1に低濃度ジルコニア酸素計 OX400 の外観を示す。

本稿では，ジルコニア式酸素濃度計の原理，OX400 の特
長，構造，応用例を紹介する。

図 11低濃度ジルコニア酸素計OX400 の外観

ジルコニア酸素計の原理211

通常のジルコニア（二酸化ジルコニウム ZrO2）は，温
度が高温から低温に変化すると，立方晶，正方晶，単斜
晶と結晶構造が転移し，転移に伴って結晶内で体積変化
が起こるため結晶自身が割れてしまう。しかしながら，
ZrO2 に２価や３価の金属酸化物を溶融すると，蛍石型構
造を持つ立方晶相が安定して形成され，そのような割れ
を防止することができる。このような金属酸化物を溶融
したジルコニアは，安定化ジルコニアと呼ばれる。一例
を挙げると，金属酸化物として酸化イットリウム Y2O3 を
8 mol%添加したものは，結晶内に酸素空孔が形成され，
高温下でこの空孔を酸素イオンが伝導して高い電気伝導
度を示す。これは固体電解質と呼ばれている。*1 IA 事業部 科学機器事業センター
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酸素センサとしての測定原理を図 2に示す。安定化ジ
ルコニアを境として，一方の O2 ガス分圧を PA，もう一
方を PX とすると，両側に形成された白金電極間に発生す
る起電力 E は式 (3) で表される。このとき基準ガス側電
極では，式 (1) の反応が起こる。酸素分子は白金電極で
電子を受け取って O2- イオンになりジルコニア中を反対
の電極に向かって伝導してゆく。一方測定ガス側電極で
は式 (2) の反応が起こる。ジルコニア中を伝導してきた
O2- イオンは電極で電子を放出して O2 ガスになり測定ガ
ス中に放出される。酸素原子の電子授受により生じた起
電力 E と PA ，PX の濃度差が平衡したところでこの移動
は止まり，そのとき成り立つ式が式 (3) である。式 (3) は
ネルンスト（Nernst）の式と呼ばれ，この起電力値を測
定することで測定ガス中の O2 濃度 PX が求められる。

O2 + 4e- → 2O2-　・・・・・(1)
2O2- → O2 + 4e-　・・・・・(2)

　・・・・・・・・(3)

ここで，

E：起電力
ti：イオン輸率（= 1）
R：気体定数
T：センサ温度
n：電子価（= 4）
F：ファラデー定数（9.649 × 104 C・mol-1）
PA：基準ガス中の O2 分圧（濃度）
PX：測定ガス中 O2 分圧（濃度）

図 21測定原理

OX400 の特長311

図 1に示すように，表示部には視認性の良い４桁大型
LED を採用し，中央に大型丸型キーを配し，シンプルか
つ扱い易い構造に纏めた。

以下に低濃度ジルコニア酸素計 OX400 の特長を述べる。

高速応答1●
測定ガスが遅れなくジルコニア細管センサの管内を流
れるので，測定ガスの酸素濃度変化への応答が速い。
30 秒以内の 90%応答を実現している。
低濃度測定1●
測定ガスが低濃度化するほどセンサ周囲の空気の漏れ
込みの影響が大きくなる。これを防止するためジルコ
ニア表面を滑らかに処理し，O リングでシールするこ
とで低濃度測定を可能にした。
長寿命1●
ジルコニア細管の内側，外側に形成された白金電極は
電極長が長くかつポーラス（多孔質）状に形成されて
いるため性能が劣化し難い。当社従来センサに比べ３
倍の寿命を実現した。
メンテナンス性の向上1●

センサ部は入口出口共に O リングでシールされ，1•
手締めナットで固定されているため，現場で容易に
交換することができる。
ポンプによる吸引に加え新たに採用したアスピレー1•
タ吸引では，稼動部がないため有寿命部品が無く，
部品交換のための保守は必要ない。

マルチセレクター機能（オプション）1●
１台の酸素濃度計で複数箇所の測定を可能にするた
め，電磁弁で吸引場所を切り替えて順に測定させるた
めの接点出力を用意した。３箇所までの切り替えが可
能である。

OX400 の構成411

ここでは，OX400 に特徴的な構成として，センサの形
状と構成，ガス流通路の構成を説明する。

センサの形状と構成4111
センサ周りの構成を図 3に示す。センサ中央部が高温

（約 700 ℃）になるように中央部に電気炉を被せている。
ジルコニア細管を用い，細管の内外面に白金薄膜が電極
として形成されている。センサ信号は，内部電極，外部
電極ともに表面から引き出す。測定ガスは細管内部を流
れ，基準ガスはセンサ周りの室内空気である。

ユーザでのセンサ交換を簡単にするためにセンサ入口，
出口両方とも O リングでシールし，固定している。入口
側のセンサ止めナットを手で緩め，後方に引き抜くこと
で簡単にセンサ交換が可能である。
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図 31センサ構造とOリング・シール

ガス流通路の構成4121
図 4にガス流通路の構成を示す。吸引方式としてポン

プによる吸引とアスピレータによる吸引の二種類が用意
されている。

図 41吸引方式ごとの構成

ポンプ吸引の場合，測定ガスは，入口でダスト用フィ
ルターを通り吸引ポンプを通過後，二手に分かれ，一方
は固定絞りを通過しセンサを通り流量計を通って排気さ
れる。もう一方はバイパスとして流量調節用の絞りを通
ってそのまま排気される。センサを流れるガス流量は，
バイパス部に設けた絞りで 200 ml/min になるように調
節される。

一方，アスピレータによる吸引では固定絞りが流量計
の後ろ側に配置され，センサ内が大きな負圧になるのを
緩和している。アスピレータを使用するにはユーティリ

ティとして供給エアー圧力 65 ～ 100 kPaG が必要であ
る。一般に，アスピレータは，外部から空気（又は窒素）
を加圧印加してその部分のガス流速を高めることにより
その周りの圧力を下げ大気圧との圧力差を利用してガス
を吸引する。

アスピレータの吸引特性を図 5に示す。センサに定常
的に 200 ml/min のガスを流す時，アスピレータに印加
するエアー圧力が 100 kPaG の場合には，アスピレータ
から排出される全ガス流量は約 9 L/min である。このと
き OX400 が吸引するガス流量は，約 1.2 L/min であり，
その内の 200 ml/min がセンサに導かれる。

図 51アスピレータの加圧圧力に対する吸引特性

アプリケーション511

OX400 は，電子工業分野を主ターゲットとして開発し
たが，低酸素濃度を測定できるという特長から，半導体
の拡散炉，乾燥炉，液晶製造プロセスにおける酸素濃度
管理，ハンダ槽フロー・リフロー炉，グローブボックス，
ガス製造プロセスにおける酸素濃度管理，粉体移送の粉
塵爆発対策用酸素濃度測定等，幅広く使用できる。以下
にその中のいくつかの例を紹介する。

FPD 製造プロセス1�
図 6に FPD 製造プロセスの概要を示す。FPD 製造プロ

セスは非常に多工程に渡るが，このうち乾燥，製膜，ア
ニールの工程で雰囲気ガス中の O2 濃度を測定して管理
している。いずれの工程でもウエハの酸化を避けるため，
O2 濃度は，10 ～ 100 ppm 程度に厳しく管理されている。

図 61FPD 製造プロセスにおける酸素測定

内部電極Oリング・シール
電気炉

測定ガス

ジルコニア管

信号取り出し線

外部電極

入口側 出口側

OUT

センサ

(a) ポンプ吸引の場合の製品構成

絞り

流量計

ポンプ

フィルタ 固定絞り

電気炉

IN

センサ

絞り

IN

固定絞り

電気炉

(b) アスピレータ吸引の場合の製品構成

フィルタ

流量計

ア
ス
ピ
レ
ー
タ

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1051009590858075706560

O
X4
00
吸
引
流
量
 [L
/m
in
]

6

7

8

9

10

11

12

13

ア
ス
ピ
レ
ー
タ
全
流
量
 [L
/m
in
]

OX400吸引流量
アスピレータ全流量

エアー加圧圧力　[kPaG]

洗浄
乾燥

製膜 洗浄
乾燥

レジスト
コーティング 露光

現像

レジスト
剥離

アニール

イオン
注入

エッチング 組立

ウエハ

49 111



低濃度ジルコニア式酸素濃度計 OX400

横河技報 Vol.53 No.2 (2010)

ハンダ装置のリフロー炉1�
図 7にハンダ装置におけるハンダ・プロセスを示す。

ハンダ装置では，ハンダの酸化が即不良に繋がりプリン
ト基板の信頼性を損なうので，雰囲気 O2 濃度は厳しく管
理されている。特に，最も高温になるリフロー工程での
O2 濃度は，10 ～数百 ppm で管理されている。

図 71はんだ装置リフロー炉における酸素測定

PSA 法による N1� 2 発生装置
図 8に PSA (Pressure Swing Adsorption) 法による N2

発生プロセスを示す。原料空気を圧縮して活性炭（分子
篩炭：Molecular Sieving Carbon）に送り込むと O2 は N2

より早く多量に吸着され結果的に N2 だけが通過し，減圧
すると O2 も脱着される。これを繰返すことによって空
気中から N2 を分離することができる。この方法によって
N2 純度 99.998%が得られ，この N2 ガスの純度確認のた
めに O2 計で 10 ～数十 ppm の濃度を管理している。

図 81PSA 法によるN2 発生装置での酸素測定

積層セラミックコンデンサ製造プロセス1�
図 9に積層セラミックスコンデンサチップの製造プロ

セスを示す。まず原料を調合して焼成しシートを製作す
る。これをカットしてチップ状にして焼成，外部電極形
成する。このプロセス中でチップの焼成，電極形成時の
雰囲気ガスで，10 ～ 1000 ppm の O2 濃度が管理される。

図 91積層セラミックスコンデンサ製造における酸素測定

おわりに611

電 子 工 業 分 野 を 主 タ ー ゲ ッ ト に 0-10 ppm か ら
100% O2 までの幅広い測定レンジを有するジルコニア酸
素濃度計を開発した。高速応答，高信頼性を実現すると
同時にメンテナンス性も向上させた。低酸素濃度を測定
できるという特長から，電子工業分野に限らず，多くの
分野での製品品質の改善や安全な操業のために活用でき
る。多くのお客様にご使用いただき，お客様の生産効率
の改善，安全操業に貢献することを期待している。
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