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MG8G/MG8E

測定原理測定原理

測定ガス性状に関係なくセンサは長寿命

検出部のセンサには常に清浄な補助ガス（N2）が流れ、プロセスガ

スは流れません。したがって、プロセスガス中の汚れや腐食性ガスの

影響を全く受けず長期にわたり安定な出力が得られます。

90％応答は3秒以内

高感度・高速応答のサーミスタが直接補助ガスの変化を検出するため、

瞬時に応答します。

可動部のない構造

可動部がなく耐振性、耐衝撃性に優れています。また、プロセスガス流路

の材質はSUS316を採用しているため耐久性に優れています。

干渉ガス補償機能

可燃性ガス（H2など）は磁性体（磁化率は酸素に比べて小さい）のため、磁

気式酸素計では誤差の要因となります。MG8G/MG8Eは、ガス密度の違

いを利用して、1種類（または混合比の変わらない多成分ガス）の干渉ガ

スについて補償機能を持っています。

MG8G/MG8E 磁気式酸素濃度計は、酸素ガスの常磁性（磁気に強く

吸引される性質）を利用して酸素濃度を測定しています。一方、酸素ガ

ス以外のガスも酸素ガスに比べれば非常に小さいですが、多少の磁性

を持っています。したがって、実際の測定にあたっては各種のプロセス

ガスの磁化率の違いによる干渉誤差が発生します。

例えば、磁化率がＮ2 ガスに比べて小さい値を持つCO2 ガスを流すと、指

示値はマイナス側に振れます。これを補償するために、図のようにセルに

角度を付けると、CO2 の密度が大きいため、B'路側に補助ガスが多く

流れるような力が作用し、補助ガスの分流比が変わります。このように、

ガスの磁化率による補助ガスの分流変化と密度差による分流変化を相

殺するようにセルの角度を変えることにより、干渉誤差を補償することが

できます。

高感度

0-1vol%O2の高感度測定を実現（MG8E）しました。

大型で見やすいディスプレイ

大型LEDで酸素濃度、検出器の恒温槽温度、セル出力等も表示できま

す。また、アナログバーグラフで、レンジに対するアナログ出力の状態が一

目で分かります。

便利なワンタッチ校正/省力化の自動校正

酸素濃度値をエントリした校正ガス（ゼロ、スパンガス）を流し、校正ボタン

スイッチを押すだけで校正できます。さらに、省力化のために自動校正モー

ドを選択できます。また、ゼロ、スパンガス切換用電磁弁駆動用の出力も

標準で装備しています。

多彩な自己診断機能

セル異常、アナログ異常、恒温部温度異常等の5種類の異常内容が具

体的に表示されるので、対策が敏速にとれます。また、補助ガスの圧力が

予め設定した圧力まで低下すると接点出力を出します（MG8E）。

測定ガスは、図のように検出器の測定ガス入口から入り、リング

状ガス流路を二手に分かれて流れます。一方、補助ガスは補助

ガス入口から入り、リング状ガス流路に向かってA、B方向に分か

れて流れます。補助ガス流路には、AおよびB方向のそれぞれの

流量を測定する2つの検出用サーミスタがあります。また、B方

向の流路には磁石によって磁力がかけられています。

測定ガス中に酸素があると、酸素が磁界に引き付けられるため、

B方向に流れる補助ガスの流量が減少します。この絞り効果に

よって生じるB方向とA方向の流量比の差異は、測定ガス中の

酸素濃度に比例します。これを検出用サーミスタで検出し出力

します。

磁気流量比式酸素濃度計MG8G/MG8Eは、応答が速く、振動

や衝撃に強いという特長があります。更に、検出用サーミスタは

測定ガスに接触しないため、汚れや腐食の影響がなく、長期に

わたり安定した測定ができます。

MG8G、MG8E磁気式酸素濃度計は、まったく新しい構造の磁気流量比方式を採用し、従来の方式に比べ一段
と性能が向上しました。ジルコニア式酸素濃度計では測定できなかった、可燃性ガスを含む混合ガス中の酸素濃
度を、低レンジで精度良く測定します。また、適切なサンプリング装置と組み合わせて使うことで、高温・高圧・多塵・
多湿プロセスガスへも対応できます。さらに、信頼性と使いやすさを追求。長年のノウハウ、ユーザニーズを反映した
「横河ソリューション」の成果の一つです。

長年の経験と実績に基づいた新構造の磁 気流量比式酸素濃度計

MG8G（非防爆形）/MG8E（防爆形）

高速応答、多彩な機能を搭載し、
時代をリードする磁気式酸素濃度計

補助ガス 

測定ガス 
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排出ガス 
測定ガス+補助ガス 

検出用サーミスタ 

補助ガス流路B'
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磁石 角度調整 

測定ガス流路A'

測定ガス流路A
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補助ガス入口 

磁気流量比式酸素濃度検出器

特長特長

●干渉ガス補償（MG8G/MG8E）
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可燃性ガスの爆発危険防止、接触反応プロセスの
酸素分圧制御および酸素を嫌う工程における不活
性ガス中の酸素濃度の監視などに幅広く使われ
ています。最適のサンプリング装置と組み合わ
せて使うことで、「高温・高圧・多塵・多湿
プロセスガス」へも対応できます。 

アプリケーションと 
システム構成 

アプリケーションと 
システム構成 

加熱炉 

触媒再生塔 

エチレン分解炉 

電解プラント 

酸化エチレンプラント 

硫化鉄還元炉 

アンモニアプラント 

シリコン製造プラント 

空気分離装置 

高炉微粉炭吹込設備 

コークス乾式消火（CDQ）プラント 

熱風炉 

転炉 

光輝焼鈍炉 

焼鈍炉 

無酸化炉 

加熱炉 

メッキ炉 

キュポラ 

セメントキルン 

ゴミ焼却炉 

汚泥焼却炉 

活性汚濁処理プラント 

高圧酸素治療装置 

燃料電池 

石油・石化 

化　学 

鉄　鋼 

非鉄金属 

機　械 

窯　業 

その他 

アプリケーション 

代表的な使用例 

● ボイラの燃焼管理・制御や各種加熱炉、燃焼炉の制御 

● 各種製造プロセスの微量酸素濃度測定 

● 各種プラントにおける爆発防止用 

● 都市ガスの品質管理 

塩化ビニル樹脂プラントにおける使用例 

塩化ビニル 
モノマー 
（VCM） 

原料タンク 

乾燥 

包装 

製品 
サイロ 

添加剤、純水 

重合 

塩化ビニル樹脂 

スラリータンク 

分離ポリマー 

主送風機 コークス 
排出装置 

コークス 
消火室 

赤熱コークス 
サイクロン 
集塵機 

廃熱ボイラ CDQプラントにおける使用例 

MG8E収納キャビネットの例 

■高速応答、高安定性 
・90％応答、3秒以内 
・干渉ガス補償機能 
・大気圧誤差を補償 

■優れたメンテナンス性 
・ワンタッチ校正 
・自己診断機能 
・大型で読みとりやすい、ディスプレイ 

■高信頼性 
・測定ガス性状に関係なくセンサは長寿命 
・可動部がなく、優れた耐震性、耐衝撃性 
・プロセスガス流路はSUS316 
・耐圧防爆構造ExdⅡBT4

 

特長 

MG8G（非防爆形） 
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MG8E（防爆形） 

減圧弁 
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MG8G/MG8E

形名・コード
 形名 基本コード 付加コード 仕　様 

MG8G         磁気流量比式酸素濃度計 

測定レンジ -M        標準レンジ　0-5～25 vol%O2 

接ガス部材質  A       標準(SUS316、 ふっ素ゴム) 

電源   -2      200～240V AC、 50/60 Hz 

   -5      100～115V AC、 50/60 Hz 

補助ガス種類    -W     N2ガス 

補助ガス流量     L    標準(35 ml/min) 

表記言語      -J   和文 

      -E   英文 

自動校正       -C  あり 

スタイルコード        *C スタイルC

MG8G形 磁気式酸素濃度計（非防爆形）

注： 0-5 vol%O2以下のレンジについては、MG8E形で対応します。
適用可否判定を行いますので、全ての引き合いについて特注決裁を行います。

形名・コード
 形名 基本コード 付加コード 仕　様 
MG8E        磁気式酸素濃度計 
測定レンジ -1       0-1～25 vol%O2 
 -2       0-2～25 vol%O2 
 -5       0-5～25 vol%O2 
セル材質  A      標準 
  B      耐有機溶剤 
補助ガス   W     N2ガス 
補助ガス流量    N    35 ml/min 
    H    55 ml/min 
        測定ガス中にH2ガスが3%以上 
        含む場合およびHe中O2 
電源     5   100～115V AC、 50/60 Hz 
注意書きなどの言語     -J  日本語 
      -E  英語 
付加仕様       /B1 バランスガス： 
        CO2(20%)+N2/N2

[Style:S3]

注1 ：MG8E形磁気式酸素濃度計への配線は、必ず、指定の「外部電線引込み器具」を
使用して行ってください。

注2 ：MG8E形の配線口には、電源用と出力信号用として、耐圧パッキンアダプタ
（部品番号：G9601AE）が2個取り付けてあります。
（残り4か所の配線口には栓が付いています。）

注3 ：電源および出力信号以外の配線が必要な場合は、耐圧パッキンアダプタ（部品番号：
G9601AEまたはK9356AG）を、必要個数追加手配してください。
なお、「外部電線引込み器具」の取付け可能個数は、次のとおりです。
・ケーブルグランド：6個まで

注4 ：耐有機溶剤仕様では、測定ガスシール材質がダイエルパーフロ（4フッ化エチレン・パー
フロオロメチルビニルエーテルゴム）になります。

注5 ：/B1以外のバランスガスについては、ご相談ください。

MG8E形 磁気式酸素濃度計（防爆形）形名 MG8G

測定対象 混合ガス中の酸素濃度

測定方式 磁気流量比方式（磁気式）

測定レンジ レンジ：0-5～0-25 vol%O2
レンジ内では3レンジまで1 vol%O2単位で任意に設定可能

表示部 LED4桁

自己診断内容 センサ部異常、恒温槽部温度異常、アナログ部異常、 メモリ異常、
校正係数異常

アナログ出力信号 4-20 mA DC（負荷抵抗550Ω以下）、リニア、 絶縁出力

接点出力 接点定格： 250V AC  3A、30V DC  3A　ドライ接点
フェイル： 1点、エラー発生時開または閉を設定により選択可
　センサ部エラー、恒温槽部温度エラー、アナログ部エラー、メモリエラー、
　校正係数エラー（自動、半自動校正時のみ）のいずれかが発生した場合
メンテナンス： 1点、メンテナンス時閉
レンジ切換アンサーバックまたは上下限警報：2点、常時非励磁（開)
　レンジ切換アンサーバックまたは上下限警報のいずれかを選択

電磁弁駆動用 3点、ゼロ、スパン校正用ガス、測定ガスの切換。
接点出力 最大負荷： AC 1A

接点入力 入力条件： 無電圧接点、接点閉：200Ω以下、接点開：100 kΩ以上
レモートレンジ切換：2点、出力レンジ1～3を外部接点信号により

切り換えられる。
校正開始： 1点、外部接点信号による校正開始指令

校正方法 (1)内部タイマによる設定周期での自動校正
(2)外部接点による指令
(3)現場における手動校正

校正ガス ゼロガス：N2ガス
スパンガス：乾燥空気（計装空気O2 : 20.95 vol%）またはスパン点の

80～100%の範囲のO2濃度を持つ標準ガス（N2バランス）

補助ガス N2ガス、圧力：180 kPa（約35 ml/min）

測定ガス条件 ガス流量： 200 ml/min±10%
（ガス組成によっては200 ml/min以下の場合があります。）
温度： 0 - 50℃
湿度： 露点が周囲温度以下

暖機時間 約2.5時間

設置条件 周囲温度： - 5 ～ 55℃
湿度範囲： 10 ～ 95%RH（ただし、結露がないこと）
振動： 揺れや振動が少ないこと。

電　　源 100～ 115V AC ±10%  50/60 Hzまたは
200～ 240V AC ±10%  50/60 Hz

消費電力 100～ 115V AC：最大110VA、定常時 約25VA
200～ 240V AC：最大125VA、定常時 約35VA

取　　付 屋内設置、パネルまたは壁取付

構　　造 防塵、 非防爆

ケース SPCC

塗色および塗装 ド　ア： マンセル2.8GY 6.4/0.9相当、塩化ビニル系合成樹脂焼付塗装
ケース： マンセル2.0GY 3.1/0.5相当、メラミン樹脂焼付け

外形寸法 406（W）×288（H）×216（D）mm

質　　量 約18 kg

特　　性

繰返し性 スパンの± 1%以下

直線性 スパンの± 1%以下

応答速度 90 %応答　3秒以内

ゼロドリフト スパンの±1.5 %以下 /WEEK

スパンドリフト スパンの±2 %以下 /WEEK

温度ドリフト スパンの±1.5 %以下 /10 ℃

詳細はGS 11P03A03-01を参照ください。

基本仕様
形名 MG8E

測定対象 混合ガス中の酸素濃度

測定方式 磁気流量比方式（磁気式）

測定レンジ レンジ：0-1～0-25 vol%O2
レンジ内では3レンジまで1 vol%O2で任意に設定可

表示部 LED4桁

自己診断内容 セル異常、恒温槽部温度異常、アナログ部異常、メモリ異常、
デジタル部異常

アナログ出力信号 4-20 mA DC（負荷抵抗550Ω以下）、リニア、入出力絶縁

接点出力 接点定格 250VAC 3A、30VDC 3A　ドライ接点
フェイル： 1点、エラー発生時開または閉を設定により選択可
　センサ部エラー、恒温槽部温度エラー、アナログ部エラー、メモリエラー、
　校正係数エラー（自動、半自動校正時のみ）のいずれかが発生した場合
補助ガス圧力低下：1 点　圧力低下時閉

出荷時設定圧力；300 kPa
メンテナンス：1 点　メンテナンス時閉
レンジ切換アンサーバックまたは上下限警報：2 点　常時非励磁（開）
　レンジ切換アンサーバックまたは上下限警報のいずれかを選択

電磁弁駆動用 3点、ゼロ、スパン校正用ガス、測定ガスの切り換え用。
接点出力 最大負荷 ： AC 1A

接点入力 入力条件　無電圧接点、接点閉：200Ω以下、接点開：100 kΩ以上
リモートレンジ切換：2点、出力レンジ1～ レンジ3を外部接点信号により

切り換えられる。
校正開始： 1点、外部接点信号による校正開始指令。

校正方法 （1）内部タイマによる設定周期での自動校正
（2）外部接点による指令
（3）現場における手動校正

校正ガス ゼロガス：N2ガス
スパンガス：乾燥空気（計装空気O2 : 20.95 vol%）またはスパン点の

80～100%の範囲のO2濃度を持つ標準ガス（N2バランス）

補助ガス N2ガス（使用レンジ最大濃度値の0.1%以上のO2ガスを含まないこと）
圧力： 350 ～ 500 kPa（流量標準 約35 ml/min ただし、測定ガス中に

3%以上の水素を含む場合、ガス流量は約55 ml/minとなる。）

測定ガス条件 ガス流量： 設定範囲：300 ～ 800 ml/min（標準600 ml/min）
許容範囲：設定値の± 10%
圧力： 分析計の入口；約7 kPa
温度： 0～50℃
湿度： 流路および検出器内で結露しないこと。

暖機時間 約2.5時間

設置条件 周囲温度：- 5～ 55℃
湿度範囲：10～95%RH（ただし、結露がないこと）
振動：揺れや振動が少ないこと。

電　　源 100～ 115 V AC ± 10%　 50/60 Hz

消費電力 最大 約170 VA、定常時 約25 VA

取　　付 屋内設置、パネルまたは壁取付

構　　造 耐圧防爆形(ExdⅡBT4)

ケース SPCC

塗　　色 ド　ア： マンセル2.0GY 7.5/0.9相当
ケース： マンセル2.0GY 3.1/0.5相当

塗　　装 エポキシ樹脂焼付け

外形寸法 440（W）×370（H）×325（D）mm

質　　量 約38 kg

特　　性

繰返し性 スパンの± 1%以下

直線性 スパンの± 1%以下

応答速度 90 %応答　3秒以内

ゼロドリフト スパンの±1 %以下 /WEEK(0-5～ 0-25 vol%O2)

スパンドリフト スパンの±1 %以下 /WEEK(0-5～ 0-25 vol%O2)

詳細はGS 11P03A05-01を参照ください。

基本仕様
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Ａ ガス出口 Rc1/4
Ｂ 補助ガス入口 Rc1/4
Ｃ サンプルガス入口 Rc1/4
Ｄ ＰＵＲＧＥ Rc1/8
E 接地端子 M4

Ｆ 電線管接続口 φ27穴
Ｇ 電線管接続口 φ27穴
Ｈ 電線管接続口 φ27穴
Ｊ 電線管接続口 φ27穴

単位：mm

外形図
単位：mm

パネルカット寸法

1　配線接続口 G 3/4
2　耐圧パッキンアダプタ (ケーブル外径ø10-13.5)
3　耐圧パッキンアダプタ (ケーブル外径ø10-13.5)
4　配線接続口 G 3/4
5　配線接続口 G 3/4
6　配線接続口 G 3/4
7　測定ガス入口 Rc 1/4
8　補助ガス入口 Rc 1/4
9　ガス出口 Rc 1/4
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記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 
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