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防爆形ジルコニア式酸素濃度計 

検出器の特長 

●TIIS対応耐圧防爆構造 
Exd II BT3X耐圧防爆構造。 

●酸露点以上に保温： 
検出器は、電気ヒータ保温あるいはスチーム保温により絶えず酸露点

（120～160℃）より高めに設定されていますので、サンプルガス中の

硫黄分による腐食の問題がありません。電気ヒータ保温の場合は、な

んらかの原因で温度低下があった場合、エゼクタエアを停止して機器

を保護することが可能です。 

●高温（1400℃迄）下で高信頼の酸素濃度測定可能 
実績豊富な非防爆形酸素濃度計をベースに防爆構造を実現してい

るため、高信頼性を提供できます。 

●ジルコニアセル交換が容易 
セルは、非防爆、防爆共に共通です。現場で簡単に交換ができます。 

●応答が早く、長期安定なジルコニアセル 

 

変換器の特長 

●TIIS対応耐圧防爆構造 
Exd II BT6耐圧防爆構造。 

●見やすい大型デジタル表示 
酸素濃度以外にセル起電力、セル温度などを

表示します。 

異常発生時、アラームが表示されます。 

●自己診断機能 
センサの寿命予測、インピーダンスチェック、

応答性チェックなど各種自己診断機能を搭載

しています。 

●ワンタッチキャリブレーション 
校正は、空気および標準ガスを流してキーを

押すだけで実行されます。 

豊富な実績で性能と信頼性を実証された一般形ジルコニア式酸素濃度計をベースに、防爆雰囲気での酸素

濃度モニタリング・制御の信頼性をさらにアップしました。石油精製、石油化学、都市ガス製造など防爆雰囲

気での各種工業炉の燃焼監視および低O2燃焼制御に最適の酸素濃度計です。 

保全用防爆形ジルコニア式酸素濃度計 



■仕様  

防爆形ジルコニア式酸素濃度計 

固体電解質ジルコニア素子は高温で酸素イオンに対して導電性を示し

ますので、ジルコニアの内外面に白金電極を付けて加熱し、素子内外

に酸素分圧の異なるガスを接触させると酸素濃淡電池の作用を起こ

します。すなわち、酸素分圧の高い電極で酸素分子が電子を得て酸素

イオンとなり、このイオンがジルコニア素子内を移動し、もう一方の電極

に至り電子を放出して酸素分子に戻ります。この反応によって両極間

に発生する起電力は、ネルンストの式で与えられ、この電圧を測定する

というのが原理となっています。 
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電圧計 
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電極 

ZS8C/ZS8DZS8C/ZS8D
高信頼性ジルコニアセンサの採用により、長寿命で安定。 
センサの交換も簡単です。 
●白金の電極取付方法には、YOKOGAWA独自の技法による 

　モレキュラ・ボンド法を使用し、ジルコニア素子と白金が 

　分子的に結合するため剥離がありません。 

●リードレス電極構造になっているため、断線の心配はありません。 

●特殊コーティングで白金を保護し、センサの劣化を防止しています。 

●特殊工具は不要で、プローブ先端の4本のボルトを外すだけで 

　セルを抜き出せます。 

　新しいセルを入れて元通りに組み込むのに僅か10分ほどの作業です。 

　セル交換後は通常のゼロ・スパン校正を一度するだけで完了です。 

－サンプル側コンタクト部 

＋比較エア側コンタクト部 

セラミック 

＋比較側電極部 

ジルコニア式酸素濃度計の原理 

酸素分圧の高い電極 ： O2＋4e→202－（比較側） 
酸素分圧の低い電極 ： 202－→O2＋4e（測定側） 

 

 

反応起電力E〔V〕はNernstの式で与えられる。 

E＝－－ln － RT 
nF

PX 
PA

R ： 気体定数 T ： 絶対温度 
n ： 4 F ： ファラデー定数 
 

PX： ジルコニア素子の測定ガス側の酸素分圧 
PA： ジルコニア素子の比較ガス側の酸素分圧 
大気 ： 20.6〔%〕 計装空気 ： 21.0〔%〕 
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圧力計 20kPa
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危険場所 

検出器出力配線（1.25mm2以上8芯シールド） 

検出器ヒータ電源用配線（2mm2以上4芯シールド） 

アナログ出力 
（4-20mA DC） 

接点出力 

接点入力 

校正ガス用 
減圧弁 

校正ガス用 
減圧弁 校正ガス用流量計 

600ml/min±10%

比較ガス用流量計 
300 ml/min ±20%
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ZS8C 耐圧防爆形変換器 

アプリケーション 

ボイラ（重油・ガス） 

　〃　（石炭）（微粉炭流動層） 

ボイラ（重油・ガス・石炭）　 
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基本構成は検出器、変換器ともに屋外設置形です。さらに必要に応じて流量設定器、校正ガスボンベ等

を追加していただけます。検出器は測定ガス温度、測定ガス圧により最適のタイプを選びいただけます。

変換器は1台で全アプリケーションに対応できます。 

アプリケーションと 
システム構成 

ZS8D 耐圧防爆形検出器 

高温用 
（0～1400℃） 

スチームヒータ保温または電気ヒータ保温 
高温用プローブアダプタと組み合わせ使用 

端子箱 
防爆用 
（0～600℃） 

端子部分だけが耐圧防爆構造 

スチームヒータ保温または電気ヒータ保温 

一般用 
（0～800℃） 

YOKOGAWAが提供する省エネルギー・環境保全用防爆形ジルコニア式酸素濃度計 

■外形図  

■防爆形変換器 ZS8C 単位：mm
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（ただし、パージ空気入口継手（ /AP1, AP2）の場合は、 
  6箇所になります。） 

パージ空気入口 
（フレームアレスタ付） 

壁面取付けブラケット 

（コード/W） 

オプションコード： 
/AP1:Rc 1/4 
/AP2:1/4NPT

■防爆形検出器 ZS8D

（約Φ150） 

Φ130
Φ155

■総合仕様

測定対象 燃焼排ガスおよび混合ガス（可燃性ガスを除く）中の酸素濃度

測定方法 ジルコニア式

防爆構造 検出器（ZS8D）：Exd II BT3X（最高表面温度200℃）
変換器（ZS8C）：Exd II BT6（ 最高表面温度85℃）

測定範囲 表示；0-100vol%O2 （デジタル3桁表示）
出力；0-25vol % O2（最小レンジ0-5vol%O2）の範囲で
任意設定

暖機時間 約30分

検出器 - 変換器間最大距離 導体往復抵抗10Ω以内（1.25mm2相当で300m以内）

電源 100、115、220、240V AC +10%、 -15% 50 / 60Hz

消費電力 本体 常用 80VA　Max. 270VA、
保温用電気ヒータ；常用約200VA、Max. 約 400VA

■検出器
防爆形検出器 ZS8D

サンプリング方式 エアエゼクタ方式
エゼクタ用エア；供給圧20kPaG、 流量4 l/min以内
測定ガスの排気方法；炉内返送、炉外返送いずれかを選択

測定ガス条件 測定ガス温度；0～800℃（一般用）（プローブ材質：SUS310S）、
800～ 1400℃（高温用）（プローブ材質；SUS304）
測定ガス圧力；-5～5kPaG（一般用）、-1.5～5kPaG（高温用）
ガス流速； 30m/s 以下
ダスト量； 500mg/Nm3 以下

保温 スチーム保温（重油専焼、ガス・重油混焼の場合）、
電気ヒータ保温（ガス専焼の場合）

最高表面温度 200℃ Max.

比較ガス 計装空気300ml/min±20%

校正ガス 計装空気および標準ガス 600ml/min±10%

挿入長 0.5、0.7、1.0、1.5m

取付け方法 フランジ取付け

構造 防爆構造Exd II BT3

ケース材質 接ガス部SUS316、端子箱 アルミニウム、その他 SUS304

質量 挿入長0.15m；約10.3kg、0.5m；約13～ 15kg、
0.7m；約12～15kg、1.0m；約14～ 16kg、
1.5m；約15～17kg

端子箱防爆形検出器ZO21DW

測定ガス条件 測定ガス温度；0～600℃
測定ガス圧力：-20～+20kPa

周囲温度 -10～+70℃（端子箱温度）

比較ガス 計装空気800ml/min

校正ガス 計装空気および標準ガス 600ml/min±10%

挿入長 0.4、1.0、1.5、2.0、3.0m

取付け方法 フランジ取付け

構造 端子箱部分防爆（d2G4）

ケース材質 アルミニウム合金

質量 挿入長 0.4m；約6.5kg、1.0m；約10.0kg、1.5m；約13.0kg、
2.0m；約17.0kg、3.0m約 20.0kg

防爆形変換器ZS8C

表示 測定値表示部 ； LED4桁
対話表示部 ；バックライト付ドットマトリクスLCD40 文字　

アナログ出力信号 レンジ； 0-5～25vol%O2の範囲で任意設定。
外部接点入力による2レンジ切り換え可能、
パーシャルレンジ可能。
4-20mA DC（最大負荷抵抗550Ω）入出力絶縁
出力ダンピング；0-255 秒

接点出力 3点（異常、Hi-Loアラームなど選択可能）、
接点容量30V DC 2A、
250V AC 2A（抵抗負荷）

接点入力 2点（リモートレンジ切換、プロセス異常アラームなど選択可能）、
アイソレート

シリアル通信 RS-422-A

自己診断 セル異常、セル温度異常（低）（高）、アナログ回路異常、
デジタル回路異常、校正異常、ROM/RAM 異常、電源断

校正 校正方法； ワンタッチ、オート/セミオート
校正ガス濃度設定範囲；0.3-25vol%O2
（最小設定単位 ：0.01vol%O2）

周囲温度 -20～+55℃

取付け方法 壁、またはパイプ取付け

構造 Exd II BT6、JIS C0920耐雨形、NEMA3相当

ケース材質 アルミニウム合金

質量 約19 kg（100～115V AC）、約20.5 kg（220～240V AC）

電源 100、115、220、240V AC +10%、－15%、50/60Hz

■ 特性

繰返し性 スパンの±0.5%（0-5vol%O2以上、
0-25vol%O2未満のレンジ）

直線性 スパンの±1%（0-5vol%O2以上、
0-25vol%O2未満のレンジ）

ドリフト ゼロ、スパン共スパンの±2.0%／月以下

応答速度 90%応答5秒以内（校正ガス入口からガスを導入して、
出力信号が変化し始めてから測定）

詳細はGS 11M7A3を参照ください



■仕様  

防爆形ジルコニア式酸素濃度計 

固体電解質ジルコニア素子は高温で酸素イオンに対して導電性を示し

ますので、ジルコニアの内外面に白金電極を付けて加熱し、素子内外

に酸素分圧の異なるガスを接触させると酸素濃淡電池の作用を起こ

します。すなわち、酸素分圧の高い電極で酸素分子が電子を得て酸素

イオンとなり、このイオンがジルコニア素子内を移動し、もう一方の電極

に至り電子を放出して酸素分子に戻ります。この反応によって両極間

に発生する起電力は、ネルンストの式で与えられ、この電圧を測定する

というのが原理となっています。 
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電極 

ZS8C/ZS8DZS8C/ZS8D
高信頼性ジルコニアセンサの採用により、長寿命で安定。 
センサの交換も簡単です。 
●白金の電極取付方法には、YOKOGAWA独自の技法による 

　モレキュラ・ボンド法を使用し、ジルコニア素子と白金が 

　分子的に結合するため剥離がありません。 

●リードレス電極構造になっているため、断線の心配はありません。 

●特殊コーティングで白金を保護し、センサの劣化を防止しています。 

●特殊工具は不要で、プローブ先端の4本のボルトを外すだけで 

　セルを抜き出せます。 

　新しいセルを入れて元通りに組み込むのに僅か10分ほどの作業です。 

　セル交換後は通常のゼロ・スパン校正を一度するだけで完了です。 

－サンプル側コンタクト部 

＋比較エア側コンタクト部 

セラミック 

＋比較側電極部 

ジルコニア式酸素濃度計の原理 

酸素分圧の高い電極 ： O2＋4e→202－（比較側） 
酸素分圧の低い電極 ： 202－→O2＋4e（測定側） 

 

 

反応起電力E〔V〕はNernstの式で与えられる。 

E＝－－ln － RT 
nF

PX 
PA

R ： 気体定数 T ： 絶対温度 
n ： 4 F ： ファラデー定数 
 

PX： ジルコニア素子の測定ガス側の酸素分圧 
PA： ジルコニア素子の比較ガス側の酸素分圧 
大気 ： 20.6〔%〕 計装空気 ： 21.0〔%〕 
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危険場所 

検出器出力配線（1.25mm2以上8芯シールド） 

検出器ヒータ電源用配線（2mm2以上4芯シールド） 

アナログ出力 
（4-20mA DC） 

接点出力 

接点入力 

校正ガス用 
減圧弁 
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ZS8C 耐圧防爆形変換器 

アプリケーション 

ボイラ（重油・ガス） 

　〃　（石炭）（微粉炭流動層） 

ボイラ（重油・ガス・石炭）　 
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基本構成は検出器、変換器ともに屋外設置形です。さらに必要に応じて流量設定器、校正ガスボンベ等

を追加していただけます。検出器は測定ガス温度、測定ガス圧により最適のタイプを選びいただけます。

変換器は1台で全アプリケーションに対応できます。 

アプリケーションと 
システム構成 

ZS8D 耐圧防爆形検出器 

高温用 
（0～1400℃） 

スチームヒータ保温または電気ヒータ保温 
高温用プローブアダプタと組み合わせ使用 

端子箱 
防爆用 
（0～600℃） 

端子部分だけが耐圧防爆構造 

スチームヒータ保温または電気ヒータ保温 

一般用 
（0～800℃） 

YOKOGAWAが提供する省エネルギー・環境保全用防爆形ジルコニア式酸素濃度計 

■外形図  

■防爆形変換器 ZS8C 単位：mm

フランジ 
JIS 5K-65-FF（相当） 
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（ただし、パージ空気入口継手（ /AP1, AP2）の場合は、 
  6箇所になります。） 

パージ空気入口 
（フレームアレスタ付） 

壁面取付けブラケット 

（コード/W） 

オプションコード： 
/AP1:Rc 1/4 
/AP2:1/4NPT

■防爆形検出器 ZS8D

（約Φ150） 

Φ130
Φ155

■総合仕様

測定対象 燃焼排ガスおよび混合ガス（可燃性ガスを除く）中の酸素濃度

測定方法 ジルコニア式

防爆構造 検出器（ZS8D）：Exd II BT3X（最高表面温度200℃）
変換器（ZS8C）：Exd II BT6（ 最高表面温度85℃）

測定範囲 表示；0-100vol%O2 （デジタル3桁表示）
出力；0-25vol % O2（最小レンジ0-5vol%O2）の範囲で
任意設定

暖機時間 約30分

検出器 - 変換器間最大距離 導体往復抵抗10Ω以内（1.25mm2相当で300m以内）

電源 100、115、220、240V AC +10%、 -15% 50 / 60Hz

消費電力 本体 常用 80VA　Max. 270VA、
保温用電気ヒータ；常用約200VA、Max. 約 400VA

■検出器
防爆形検出器 ZS8D

サンプリング方式 エアエゼクタ方式
エゼクタ用エア；供給圧20kPaG、 流量4 l/min以内
測定ガスの排気方法；炉内返送、炉外返送いずれかを選択

測定ガス条件 測定ガス温度；0～800℃（一般用）（プローブ材質：SUS310S）、
800～ 1400℃（高温用）（プローブ材質；SUS304）
測定ガス圧力；-5～5kPaG（一般用）、-1.5～5kPaG（高温用）
ガス流速； 30m/s 以下
ダスト量； 500mg/Nm3 以下

保温 スチーム保温（重油専焼、ガス・重油混焼の場合）、
電気ヒータ保温（ガス専焼の場合）

最高表面温度 200℃ Max.

比較ガス 計装空気300ml/min±20%

校正ガス 計装空気および標準ガス 600ml/min±10%

挿入長 0.5、0.7、1.0、1.5m

取付け方法 フランジ取付け

構造 防爆構造Exd II BT3

ケース材質 接ガス部SUS316、端子箱 アルミニウム、その他 SUS304

質量 挿入長0.15m；約10.3kg、0.5m；約13～ 15kg、
0.7m；約12～15kg、1.0m；約14～ 16kg、
1.5m；約15～17kg

端子箱防爆形検出器ZO21DW

測定ガス条件 測定ガス温度；0～600℃
測定ガス圧力：-20～+20kPa

周囲温度 -10～+70℃（端子箱温度）

比較ガス 計装空気800ml/min

校正ガス 計装空気および標準ガス 600ml/min±10%

挿入長 0.4、1.0、1.5、2.0、3.0m

取付け方法 フランジ取付け

構造 端子箱部分防爆（d2G4）

ケース材質 アルミニウム合金

質量 挿入長 0.4m；約6.5kg、1.0m；約10.0kg、1.5m；約13.0kg、
2.0m；約17.0kg、3.0m約 20.0kg

防爆形変換器ZS8C

表示 測定値表示部 ； LED4桁
対話表示部 ；バックライト付ドットマトリクスLCD40 文字　

アナログ出力信号 レンジ； 0-5～25vol%O2の範囲で任意設定。
外部接点入力による2レンジ切り換え可能、
パーシャルレンジ可能。
4-20mA DC（最大負荷抵抗550Ω）入出力絶縁
出力ダンピング；0-255 秒

接点出力 3点（異常、Hi-Loアラームなど選択可能）、
接点容量30V DC 2A、
250V AC 2A（抵抗負荷）

接点入力 2点（リモートレンジ切換、プロセス異常アラームなど選択可能）、
アイソレート

シリアル通信 RS-422-A

自己診断 セル異常、セル温度異常（低）（高）、アナログ回路異常、
デジタル回路異常、校正異常、ROM/RAM 異常、電源断

校正 校正方法； ワンタッチ、オート/セミオート
校正ガス濃度設定範囲；0.3-25vol%O2
（最小設定単位 ：0.01vol%O2）

周囲温度 -20～+55℃

取付け方法 壁、またはパイプ取付け

構造 Exd II BT6、JIS C0920耐雨形、NEMA3相当

ケース材質 アルミニウム合金

質量 約19 kg（100～115V AC）、約20.5 kg（220～240V AC）

電源 100、115、220、240V AC +10%、－15%、50/60Hz

■ 特性

繰返し性 スパンの±0.5%（0-5vol%O2以上、
0-25vol%O2未満のレンジ）

直線性 スパンの±1%（0-5vol%O2以上、
0-25vol%O2未満のレンジ）

ドリフト ゼロ、スパン共スパンの±2.0%／月以下

応答速度 90%応答5秒以内（校正ガス入口からガスを導入して、
出力信号が変化し始めてから測定）

詳細はGS 11M7A3を参照ください
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検出器の特長 

●TIIS対応耐圧防爆構造 
Exd II BT3X耐圧防爆構造。 

●酸露点以上に保温： 
検出器は、電気ヒータ保温あるいはスチーム保温により絶えず酸露点

（120～160℃）より高めに設定されていますので、サンプルガス中の

硫黄分による腐食の問題がありません。電気ヒータ保温の場合は、な

んらかの原因で温度低下があった場合、エゼクタエアを停止して機器

を保護することが可能です。 

●高温（1400℃迄）下で高信頼の酸素濃度測定可能 
実績豊富な非防爆形酸素濃度計をベースに防爆構造を実現してい

るため、高信頼性を提供できます。 

●ジルコニアセル交換が容易 
セルは、非防爆、防爆共に共通です。現場で簡単に交換ができます。 

●応答が早く、長期安定なジルコニアセル 

 

変換器の特長 

●TIIS対応耐圧防爆構造 
Exd II BT6耐圧防爆構造。 

●見やすい大型デジタル表示 
酸素濃度以外にセル起電力、セル温度などを

表示します。 

異常発生時、アラームが表示されます。 

●自己診断機能 
センサの寿命予測、インピーダンスチェック、

応答性チェックなど各種自己診断機能を搭載

しています。 

●ワンタッチキャリブレーション 
校正は、空気および標準ガスを流してキーを

押すだけで実行されます。 

豊富な実績で性能と信頼性を実証された一般形ジルコニア式酸素濃度計をベースに、防爆雰囲気での酸素

濃度モニタリング・制御の信頼性をさらにアップしました。石油精製、石油化学、都市ガス製造など防爆雰囲

気での各種工業炉の燃焼監視および低O2燃焼制御に最適の酸素濃度計です。 

保全用防爆形ジルコニア式酸素濃度計 
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