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はじめに
この度は TDLSTM8100　プローブ形レーザガス分析計をご採用いただきまして、ありがとう
ございます。
TDLS8100　プローブ形レーザガス分析計の性能を十分発揮させるため、使用する前に取
扱説明書を必ずお読みください。

本取扱説明書には、TDLS8100　プローブ形レーザガス分析計以外に以下の製品説明も含
まれます。
	 YH8000　HMI ユニット

また、関連するドキュメントは以下のとおりです。
一般仕様書：	 GS	11Y01D02-01JA
取扱説明書：	 IM	11Y01D02-01JA（本書）

*	ドキュメント番号の JA は言語コードです

形名の基本コードまたは付加コードに "Z"（特殊仕様）が含まれている製品には、専用の
取扱説明書が付く場合があります。その場合、本書に加えて専用の取扱説明書も必ずお
読みください。

■ 説明書に対する注意
・	 説明書は、最終ユーザまでお届けいただき、最終ユーザがお手元に保管して随時参

照できるようにしていただきますようお願いします。
・	 本製品の操作は、説明書をよく読んで内容を理解したのちに行ってください。
・	 説明書は、本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり、お客さまの特定目的

に適合することを保証するものではありません。
・	 説明書の内容の一部または全部を、無断で転載、複製することは固くお断りいたし

ます。
・	 説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
・	 説明書の内容について、もしご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがあ

りましたら、当社の説明書作成部署、当社の営業、またはお買い求め先代理店まで
ご連絡ください。

■ 図の表記について
説明書に記載されている図では、説明の都合により、強調や簡略化、または一部を省略
していることがあります。
説明書中の画面は、機能理解や操作監視に支障を与えない範囲で、実際の表示と表示位
置や文字（大／小文字など）が異なる場合があります。また、表示されている内容が「表
示例」の場合があります。

■ ハードウェア製品について
● 外観、付属品の確認

本製品がお手元に届きましたら以下の項目を確認してください。
・	 外観チェック
・	 標準付属品

● 形名、仕様コードの確認
本製品に貼付されたネームプレートに形名（MODEL）および仕様コード（SUFFIX）が記
載されています。この番号と 2 章に記載されている形名および仕様コード一覧を照合し、
製品がご注文の仕様どおりであることを確認してください。お問い合わせ事項が生じま
したら、当社の営業またはお買い求め先代理店へご連絡ください。
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安全に使用するための注意事項

■ 本製品の保護・安全および改造に関する注意
・	 本製品および本製品で制御するシステムの保護・安全のため、本製品を取り扱う際は、

説明書に記載されている安全に関する指示事項に従ってください。なお、これらの
指示事項に反する扱いをされた場合、当社は安全性の保証をいたしかねます。

・	 この説明書で指定していない方法で使用すると、本機器の保護機能が損なわれるこ
とがあります。

・	 本製品および本製品で制御するシステムに対する保護・安全回路を設置する場合は、
本製品外部に別途用意するようお願いいたします。

・	 本製品の部品や消耗品を交換する場合は、必ず当社の指定品を使用してください。
・	 本製品を改造することは固くお断りいたします。
・	 当該製品および本書には、安全に関する以下のような警告シンボルマークとシグナ

ルワード、またはシグナルワードを使用しています。

 警告
製品への表示は、取扱者および機器を重大な事故から保護するために、取扱説明書
を必ず参照する必要がある場所に貼付しています。
また、取扱説明書への記載の場合、感電事故など、取扱者の生命や身体に危険が及
ぶ恐れがある場合（同時に機器を損傷することもあります）、その危険を回避する
ための注意事項を記述してあります。

 注意
製品への表示は、取扱者および機器を事故から保護するために、取扱説明書を必ず
参照する必要がある場所に貼付しています。
また、取扱説明書への記載の場合、取扱者に対し、軽傷事故が発生する恐れがある
場合、または機器を損傷する恐れがある場合に、その危険を回避するための注意事
項を記述してあります。

以下のシグナルワードやシンボルマークは、取扱説明書にのみ使用しています。

注意
ソフトウェアやハードウェアを損傷したり、システムトラブルになる恐れがある場
合に、注意すべきことがらを記述してあります。

注記
操作や機能を知る上で、注意すべきことがらを記述してあります。

保護接地端子を示します。

機能接地端子を示します。本端子を保護接地端子として使用しないでください。

■ 本製品の免責について
・	 当社は、保証条項に定める場合を除き、本製品に関してどのような保証も行いません。
・	 本製品のご使用により、お客さままたは第三者が損害を被った場合、あるいは当社

の予測できない本製品の欠陥などのため、お客さままたは第三者が被った損害およ
びどのような間接的損害に対しても、当社は責任を負いかねますのでご了承くださ
い。
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■ 本製品について
製品には図の箇所に警告シンボルマークがあります。
TDLS8100

YD12

PROBE TYPE TUNABLE DIODE LASER SPECTROMETER
MODEL TDLS8100

WARNING AVERTISSEMENT

-20 TO 55 ºC

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
except for deviations pursuant to Laser
Notice No.50, dated June 24, 2007

4-20 mA DC

24VDC     MAX. 60W

Tamb
OUTPUT
No.

MANUFACTURED
STYLE
SUPPLY

Yokogawa Electric Corporation 2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN

SUFFIX

・OPEN CIRCUIT BEFORE REMOVING THE UNIT.
・USE THE HEAT-RESISTING CABLES ≥ 70 ºC.
・FOR INSTALLATION AND SAFE USE,
  READ IM 11Y01D02-01.

CLASS 1 LASER PRODUCT

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

1 类激光产品

・OUVRIR LE CIRCUIT AVANT D'ÔTER L'UNITÉ.
・CÂBLES RESISTANTS A UNE TEMPÉRATURE ≥ 70 °C. 
・LISEZ IM 11Y01D02-01 POUR INSTALLATION
  ET SÉCURITÉ.

Made in Japan

R-R-YHQ-
EEN462

YH8000

abcdegfhija;lsdjfowei

 注意
電源配線の接続箇所と極性（＋と－）を間違えないように注意してください。

 注意
ケーブルは耐熱温度 70℃以上のものをご使用ください。

・	「一般のタイプ」機器を危険場所に設置しないでください。
	 危険場所に設置する場合には、適したタイプを選択してください。
・	 製品は、衝撃吸収材で丁寧に梱包されていますが、落下などにより強い衝撃を受け

た場合には、製品が損傷・破損することがあります。十分に注意して取り扱ってく
ださい。
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・	 TDLS8100	プローブ形レーザガス分析計、YH8000	HMI ユニットには、静電気によっ
て損傷を受ける部品が使用されています。保守点検の際には必ず静電気対策をとり、
交換部品の運送には導電性包装材を使用してください。

•	 TDLS8100	プローブ形レーザガス分析計、YH8000	HMI ユニットの洗浄に、研磨剤や
有機溶剤を使用しないでください。

•	 YH8000	HMI ユニットの操作はタッチパネルで行います。表示画面の該当部分を押す
ことで、画面展開が行われ、校正動作や設定変更も容易に実行されますので、誤操
作には十分注意してください。

・	 TDLS8100	プローブ形レーザガス分析計、YH8000	HMI ユニットは、EN61326-1 クラ
ス A 製品であり、工業環境用に設計されています。工業環境以外でのご使用はでき
ません。

本書に記載されている機器を取扱う際には、安全への配慮が第一に、かつ最も重要です。
作業の全局面において潜在する危険性を評価し、潜在的な事故を防止するために適切な
措置を講じてください。

 警告
仕様により、本製品のオフライン校正時には CO の有毒ガスを扱う場合があります。取り
扱いには特に注意し、正しく使用してください。

 警告
パージガスが室内に滞り、酸欠にならないように換気処置を十分に行ってください。

 注意
機器に衝撃を与えないでください。回復不可能なレーザ損傷の原因となります。

 注意
本取扱説明書を十分理解し、配管、配線に間違いがないよう、慎重に作業を実施してく
ださい。

 注意
点検、保守で TDLS8100 をプロセスフランジから取り外す場合は、必ず電源を切ってか
ら実施してください。
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■ 有資格技術者による保守
有資格技術者以外の者による作業は、作業者のけがや機器への多大な損傷を引き起こす
ことがあります。また、本書に記載されている警告に従わなかった場合、作業者が重傷
を負ったり機器に多大な損傷を与えたりする可能性があります。
機器の保守は、必ず有資格技術者が行ってください。有資格技術者とは、下記を指します。
・	 プロセス分析機器（または一般的なオートメーション技術）の安全な取り扱い方に

詳しく、本書を読んで内容を理解した技術者。
・	 機器の立上げ・設定方法についての指導を受け、本書を読んで内容を理解した技術

者

■ バッテリの交換
CPU ボード上にあるバッテリ (CR2050 タイプ ) は工場で実装されるもので、現場で取り
付けることはできません。交換が必要な場合は、当社サービスまでご連絡ください。

■ リチウム電池を含む製品の輸送について
本製品は、リチウム電池を含んでいます。1 次リチウム電池の輸送は米国運輸省や
IATA( 国際航空運送協会 )、ICAO( 国際民間航空機関 )、ARD( 欧州危険物陸上輸送機関 ) に
よって規制を受けます。これらの規制や地域の要件に合致させることは荷主の責任にな
ります。輸送前にリチウム電池の輸送に関する規制や要件をご確認ください。

■ 本製品の電池廃棄方法について
下記記載内容は EU または UK 電池指令に関するもので、EU 圏内または UK においてのみ
有効です。
本製品には電池が使用されています。本製品に組み込まれている電池はお客様で取り外
すことができないため、製品本体とともに処分してください。
EU 圏または UK 内で製品を廃棄する場合はお近くの横河ヨーロッパオフィスまでご連絡
ください。家庭廃棄物では処分しないでください。

電池の種別：二酸化マンガンリチウム一次電池

（注）	上記シンボルマークは、EU 新電池指令の附属書 II に規定されているとおり分別収集が義務付けられて
いることを意味しています。
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■ レーザ製品を安全にご使用いただくために
TDLS8100 はレーザ光源を使用しています。本機器は IEC60825-1	Safety	of	Laser	Products-
Part	1:	Equipment	Classification，	Requirements	and	User's	Guide の Class	1	laser	product に
あたります。また、2007 年 6 月 24 日付けの Laser	Notice	No.50 に準ずることにより生じ
た逸脱する点を除き、21CFR1040.10 および 1040.11 に準拠しています。

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No.50, dated June 24, 2007
2-9-32 Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 Japan

 注意
TDLS8100 は、クラス 1 不可視レーザ製品であり、目に対して安全なレベルのレーザ製品
ですが、故意に発光源を見ることはしないでください。TDLS8100 は電源を供給した直後
から、アナライザ部からレーザ光が発光します。電源の供給は、TDLS8100 をプロセスフ
ランジに取り付け、レーザ光がプロセス外に照射されない状態で行ってください。

■ 安全、EMCおよびRoHS適合規格

● TDLS8100 プローブ形レーザガス分析計
安全：
	 適合規格：	 CE、UKCA	 EN61010-1,	EN61010-2-030
	 	 	 UL	 UL61010-1、UL61010-2-030
	 	 	 CSA	 CAN/CSA-C22.2	No.61010-1、CAN/CSA-C22.2	No.61010-2-030
	 	 	 GB	 GB30439	Part	1
	 設置場所標高：	 2000	m 以下
	 過電圧カテゴリ：	 I（予想される過渡的過電圧	330V）
	 測定カテゴリ：	 O
	 汚染度：	 	 2、屋内／屋外使用
注：	 過電圧カテゴリは予想される過渡的過電圧を表します。汚染度とは、耐電圧または表面抵抗率を低下さ

せる固体、液体、気体の付着の程度に関するものです。汚染度2は、通常の室内雰囲気(非導電性汚染のみ)
に適用されます。

	 本器の保護等級は IP66 であり、機器内部の汚染度は 2 が適用されます。

EMC：
	 適合規格：	 CE、UKCA	 	EN55011	Class	A	Group	1、	

EN61326-1	Class	A	Table	2	(For	use	in	industrial	
location)EN61326-2-3

	 	 	 RCM	 EN55011	Class	A	Group	1
	 	 	 KC	 KN11	Class	A	Group1、KN61000-6-2（韓国 EMC	規格）
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	 	 	 韓国電磁波適合性基準　한국 전자파적합성 기준

	 	 	 KN11	Class	A	Group	1、KN61000-6-2

	 	 	

A급 기기　(업무용 방송통신기자재)
　이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는
 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 
 사용하는 것을 목적으로 합니다. 

	 	 	 	 （内容）	 A 級機器（業務用放送通信機資材）
	 	 	 	 	 	　この機器は、業務用（A 級）電磁波適合機器です。販売者、または使

用者は、この点に注意してください。	
家庭外の地域で使用することを目的とします。

RoHS：
	 適合規格：	 EN	IEC	63000:2018*
	 	 	 	 *:	TDLS8100-G1,-G2,-S1 の場合

● YH8000 HMIユニット
安全：
	 適合規格：	 CE、UKCA	 EN61010-1
	 	 	 UL	 UL61010-1
	 	 	 CSA	 CAN/CSA-C22.2	No.61010-1
	 	 	 GB	 GB30439	Part	1
	 設置場所標高：	 2000	m 以下
	 過電圧カテゴリ：	 I（予想される過渡的過電圧	330V）
	 汚染度：	 	 2（屋内／屋外使用）
注：	 過電圧カテゴリは予想される過渡的過電圧を表します。汚染度とは、耐電圧または表面抵抗率を低下さ

せる固体、液体、気体の付着の程度に関するものです。汚染度2は、通常の室内雰囲気(非導電性汚染のみ)
に適用されます。

	 本器の保護等級は IP65 であり、機器内部の汚染度は 2 が適用されます。

EMC：
	 適合規格：	 EN55011	Class	A	Group	1
	 	 	 EN61326-1	Class	A	Table	2（産業用途）
	 	 	 オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制（RCM）
	 	 	 EN55011	Class	A	Group	1
	 	 	 韓国電磁波適合性基準　한국 전자파적합성 기준

	 	 	 KN11	Class	A	Group	1、KN61000-6-2

	 	 	

A급 기기　(업무용 방송통신기자재)
　이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는
 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 
 사용하는 것을 목적으로 합니다. 

	 	 	 	 （内容）	 A 級機器（業務用放送通信機資材）
	 	 	 	 	 	　この機器は、業務用（A 級）電磁波適合機器です。販売者、または使

用者は、この点に注意してください。	
家庭外の地域で使用することを目的とします。

	 ケーブル条件：
	 	 ・電源ケーブル	 シールドケーブルを使用してください。
	 	 ・ローカル HMI 接続ケーブル
	 	 	 	 	オプションの専用ケーブル（シールドケーブル）を使用してください。
	 	 ・イーサネットケーブル
	 	 	 	 	カテゴリ 5e 以上の STP ケーブル（シールドあり）を使用し

てください。
RoHS：	 適合規格：	 EN	IEC	63000:2018*
	 	 	 	 	 *:	YH8000-G1,-G2 のうち日本生産品、または -S2 の場合
	 	 	 YH8000 の適合規格の認証は YH8000 単体で取得しています。
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■ TDLS8100で使用しない機能
本機器は TDLS8000 と共通のソフトウェアを使用しております。
TDLS8000 で使用する以下の機能につきましては TDLS8100 で使用することを想定してお
りませんが、ソフトウェアから操作可能となっております。
•	 非プロセスパラメータ（本ドキュメントでは説明しておりません）
・	 プロセスガス流路切り替え
•	 自動オフラインバリデーション
•	 自動校正
•	 LU	LED（TDLS8100 に存在しません）

■ 用語について
本機器は TDLS8000 と共通のソフトウェアを使用しております。
そのため、操作メニューやアラーム名称において一部の用語が TDLS8000 に基づいた表
現になっています。

用語 TDLS8100における意味
センサコントロールユニット（SCU）アナライザ部
レーザユニット（LU） アナライザ部
フローセル 校正セル

■ 欧州認定代理人
横河ヨーロッパ（Yokogawa	Europe	B.V.	Euroweg	2,	3825	HD	Amersfoort,	The	Netherlands)
は、欧州経済領域における本製品の認定代理人です。

■ 商標
・	「TDLS」「FieldMate」は、横河電機株式会社の商標です。
・	「Ethernet」は、XEROX	Corporation の登録商標です。
・	「Modbus」は、Schneider	Electric 社の登録商標です。
・	 その他、本文中に使われている会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。
・	 本文中の各社の登録商標または商標には、TM、® マークは表示しておりません。
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1. 概要
プローブ形レーザガス分析計 TDLS8100 は、石油、石油化学、電力、鉄鋼等の各種プロ
セスにおいて様々なガスの濃度（O2、CO、CH4、NH3、HCl 以外にも、近赤外線領域に吸
収を持つガス）を測定することができます。
直接ダクトに挿入することができるため、サンプリング装置が不要で、設置コスト、メ
ンテナンスコストを削減することができます。また、高速測定で他成分の干渉の影響を
ほとんど受けることがないため、他のプロセス分析計に比べて高精度に測定することが
できます。
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1.1 システム構成例

● 標準システム構成

光学部用パージガス

24 V DC +/-10%

測定ガス

リフレクター用パージガスバリデーションエリア用パージガス
プロセス窓用パージガス

● バリデーション用パージ配管　YH8000 HMIユニット付き

光学部用パージ
ガス

24 V DC +/-10%

測定ガス

リフレクター用
パージガス

バリデーション用
チェックガス

プロセス窓用パージガスバリデーションエリア用
パージガス
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● 複数のTDLS8100分析計（４台の例）構成　YH8000をリモートで使用の場合

YH8000 HMI ユニット
スイッチングハブ

24V DC±10%

24 V DC +/-10%

測定ガス

24 V DC +/-10%

測定ガス

24 V DC +/-10%

測定ガス

24 V DC +/-10%

測定ガス

注：	 100 ～ 240	V	AC 電源で使用する場合、お客さまにて電源をご用意ください。
	 TDLS8100　4 台と YH8000 の構成の場合、5 台の電源が必要です。
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1.2 各部の名称と機能
TDLS8100 は、アナライザ部とプローブ部の 2 つのユニットで構成されています。

1.2.1 TDLS8100アナライザ部

光学パージ入口、出口
ロックスクリュー *2

ネームプレート

外部接地端子

バリデーションガス入口 *3
X方向光軸調整ノブ *1

リフレクタパージ入口

プロセスパージ入口

Y方向光軸調整ノブ *1

*1：	 仕様により使用する光軸調整ノブは異なります
*2：	 カバーを確実に閉じた後、ロックスクリューで固定してください。また、カバーを外す際は、ロックス

クリューを必ず緩めてください。
*3：	 出口は図の反対側にあります。

（注）	プローブの接続向きによっては図示した各部分の位置関係が図と異なる場合があります。

注記
ロックスクリューを緩める際、脱落、紛失しないようにしてください。
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● TDLS8100アナライザ部内部

Main fuse

サービス用スイッチ (*2)

AI switch

ディスプレイ
ガス濃度、透過率、温度、圧力など

プロセス状態が表示されます

USB ポート (*1)
運転データのダウンロードに使用します

USB ポート (*1)
運転データのダウンロードに
使用します

パワー LED（緑）
電源が供給されている

ときに点灯します
DO LED（黄）
DO と連動し点灯します

Fault LED（赤）
Fault が発生すると
点灯します

シールド線用接地端子

HART write 
protected switch

接続端子

過電圧保護素子用ジャンパ
通常は取り付けた状態で
ご使用ください（*3）

*1：	 USB ポートには USB メモリ以外の機器を接続しないでください。詳しくは「9.13	TDLS8100 に保存され
たデータの取得」を参照してください。

*2：	 サービス用スイッチは、保守時にサービス員が使用します。すべて OFF の状態で使用してください。
*3：	 TDLS8100 には、サージなどの過電圧による故障を防止するため、過電圧保護素子が入っています。電

源ラインの絶縁試験を行う場合、過電圧保護素子によって、絶縁抵抗が正確に測定できない場合があり
ます。このジャンパ線を外すことにより、過電圧保護素子が切り離されます。

● ディスプレイ
起動画面
電源投入後、約 10 秒間以下の画面を表示します。

ソフトウェアバージョン

IP アドレス
現在の日付、時刻

LCD起動画面

通常画面
起動画面が表示された後、Warm-up 画面が表示され、その後下記の画面を表示します。
TDLS8100 の仕様により、濃度値の表示方法が異なります。

1 行目
2 行目
3 行目
4 行目
5 行目
6 行目

HART 通信中アイコン

LCD通常画面（１成分測定仕様の場合）
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HART 通信中アイコン

LCD通常画面（２成分測定仕様の場合）

注記
濃度や透過率などの測定値は、分析周期ごとに更新されます。ディスプレイ上では、4 行
目の温度と圧力表示が分析周期ごとに交互に表示されるため、4 行目の表示が切り替わっ
たタイミングで測定値が更新されたことを示します。

各行の表示内容詳細は以下のとおりです。
行 項目 表示例
1 第 1 成分ガス濃度（1 成分測定仕様の場合は第 1 成分ガス濃度を 2 行を使

用して拡大表示）（*1）
O2　20.71%

2 第 2 成分ガス濃度（2 成分測定仕様の場合）（*1） CH4　1.82%
3 透過率 Trans　94.6%
4 温度、圧力（分析周期毎に切り替え表示）

1 プロセス圧力：「圧力入力モード　圧力値」を表示
圧力入力モードの内容 表示

外部入力（Active	Input）の場合：
入力源が AI-1
入力源が Modbus 通信

Pres	AI-1
Pres	COM

固定値（Fixed）の場合 Pres	Fix

Pres	AI1　101.32kPa

2 プロセス温度：「温度入力モード　温度値」を表示
温度入力モードの内容 表示

外部入力（Active	Input）の場合：
入力源が AI-2
入力源が Modbus 通信

Temp	AI2
Temp	COM

固定値（Fixed）の場合 Temp	Fix
周囲温度（Active	Ambient）の場合 Temp	ActA

Temp	AI2　20.3℃

5 ステータスあるいはアラーム情報
・	アラーム無しの場合はステータス表示
・	アラーム有りの場合はアラーム表示
*：HART コマンド受信時、右端に HART 通信中アイコンを表示
1 ステータス表示：以下の機器状態を表示

機器状態の内容 表示例
通常測定時 Measuring	hh:mm
暖機中 Warm-up	hh:mm
メンテナンス中 Maintenance	hh:mm
校正・バリデーション中 Span	Cal

（スパン校正の例）
AO ループチェックまたは校
正中

AO1	Fixed	=	4.0mA
（AO-1	4mA 出力の例）

AI 校正中 AI-1	(Pres)	Cal
（AI-1 校正の例）

Measuring　12:10

2 アラーム表示：「[W/F( アラーム番号 )]( アラーム名 )」を表示
・	複数アラーム発生中は 5 秒ごとに切り替え表示
・	[W##] は Warning、[F##] は Fault の意味
・	Fault は文字色を白黒反転表示

[F53] Trans Lost
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行 項目 表示例
6 各種設定情報

以下の項目を 5 秒ごとに順次切り替え表示
1 IP アドレス IP：192.168.1.10
2 HART アドレス HART	ADRS：0
3 LU 温度 LU：34.5 ﾟ C
4 SCU 温度 SCU：33.4 ﾟ C

*1：	 以下のアラーム発生中は無効値「***」を表示します。表示例：「02　***	%」
番号 アラーム
49 受光信号レベル高（Detector	signal	high）
50 吸収ピーク位置範囲外（Peak	center	out	of	range）
52 吸収信号レベル高（Absorption	too	high）
53 透過率喪失（Transmission	lost）
56 受光信号レベル異常（Outlier	Rejection	Limit）

スペクトラム画面
吸収スペクトラム、受光信号を確認できます。スペクトラム画面を表示するには
TDLS8100 の設定変更が必要なため、「6.9.4	 表示器」を参照してください。

1.2.2 TDLS8100プローブ部
フランジ

リフレクタ

クイックコネクタ 測定ガス導入口（下流側）

1.2.3 YH8000　HMIユニット

イーサネットコネクタ（ポート 1）
TDLS8000 シリーズとの接続に使用します

イーサネットコネクタ（ポート 2）
Modbus 通信に使用します

接地端子

HMI ヒューズ画面上下反転スイッチ

電源接続端子

USB ポート（*1）

サービス用
コネクタ
（*3）

過電圧保護素子用ジャンパ
通常は取り付けた状態でご使用ください（*2）

*1：	 USB ポートには USB メモリ以外の機器を接続しないでください。詳しくは「9.13	TDLS8100 に保存され
たデータの取得」を参照してください。

*2：	 YH8000 には、サージなどの過電圧による故障を防止するため、過電圧保護素子が入っています。電源
ラインの絶縁試験を行う場合、過電圧保護素子によって、絶縁抵抗が正確に測定できない場合がありま
す。このジャンパ線を外すことにより、過電圧保護素子が切り離されます。

*3：	 サービス用コネクタは、保守時にサービス員が使用します。
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2. 仕様

2.1 TDLS8100 プローブ形レーザガス分析計の仕様
測定対象：	 燃焼排ガスおよびプロセスガス中の O2、CO、CO または CH4、NH3、

HCl の濃度
	 その他のガスの測定が必要な場合は、当社までご相談ください。
測定方式：	 波長可変半導体レーザ分光方式

光源；	 近赤外半導体レーザ
測定成分・範囲：

測定成分 最小レンジ 最大レンジ
O2 0 ～ 1% 0 ～ 25%　*2
CO　*1 0 ～ 200	ppm 0 ～ 10,000	ppm
CH4　*1 0 ～ 5%
NH3　*2 0 ～ 30	ppm 0 ～ 5,000	ppm
HCl　*2 0 ～ 50	ppm 0 ～ 5,000	ppm

*1：	 CO と CH4 成分が共存する場合は、当社へご相談ください。
*2：	 防爆形の場合、空気中の酸素濃度 ( 約 21%) を超える酸素濃度測定には使用

できません。
	 上記レンジ以外の測定をご希望の場合は、当社までご相談ください。

安全、EMC および RoHS 適合規格：
安全適合規格：

　　CE、UKCA	 EN61010-1,	EN61010-2-030
　　UL	 UL61010-1、UL61010-2-030
　　CSA	 CAN/CSA-C22.2	No.61010-1、CAN/CSA-C22.2	No.61010-2-030
　　GB	 GB30439	Part	1

設置場所標高：	 2000	m 以下
設置カテゴリ：	 I（予想される過渡的過電圧 330V）
測定カテゴリ：	 O
汚染度：	 2、屋内 / 屋外使用

注：	 設置カテゴリは過電圧カテゴリとも呼ばれ、インパルス耐電圧を表します。汚染度は、絶縁耐力を低下
させる固体、液体、気体などの付着の程度を表します。

EMC 適合規格：
　　CE、UKCA	 	EN55011	Class	A	Group	1、	

EN61326-1	Class	A	Table	2	(For	use	in	industrial	location)、	
EN61326-2-3

　　RCM	 EN55011	Class	A	Group	1
　　KC	 KN11	Class	A	Group	1、KN61000-6-2（韓国 EMC 規格）

レーザ等級：	 	CSA	E60825-1:15、GB7247.1-2012、	
FDA	21CFR	part	1040.10、Class	1 レーザ製品

SIL	認定：
　　　IEC	61508：		 電気 /	電子 /	プログラム可能な電子システムの機能安全性；

TDLS8100	1	台の使用では SIL2	規格、TDLS8100	2	台の使用では
SIL3 規格に適合　ただし、接点出力（2	点）、接点入力（2 点）、
バルブ駆動用接点出力（2	点）、デジタル通信（HART、Modbus/
TCP）は認証範囲に含まれていません。

RoHS 適合規格：	 EN	IEC	63000:2018*
	 	 	 	 *:		TDLS8100-G1,-G2,-S1 の場合

表示部：	 128x64 ドット LCD
状態表示 LED；	 3 個の LED（緑：電源、オレンジ：DO、赤：Fault）
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表示内容：	 ガス濃度、透過率、プロセスガス温度（AI）、プロセスガス圧力（AI）、
システム状態、アラーム情報、システム情報（製品シリアル番号、
レーザディテクタモジュールシリアル番号、出力信号、IP アドレス、
HART アドレス、光路長、TDLS8100 内部温度）

アナログ出力：	 2 点、4 ～ 20	mA	DC（絶縁出力、最大負荷 550 Ω）
出力タイプ；	 ガス濃度、透過率、プロセスガス温度、プロセスガス圧力
出力レンジ；	 3.0 ～ 21.6	mA	DC

デジタル通信：
HART；	 アナログ出力信号 1（AO-1）を使用

負荷抵抗；	 250 ～ 550 Ω（ケーブル抵抗を含む）
イーサネット；	 RJ-45 コネクタ

プロトコル；	 Modbus/TCP
通信速度；	 100	Mbps

接点出力：	 2 点、定格 24V	DC、1A、
DO；	 機能：	 	Warning/ 校正 / バリデーション / 暖機 / メンテナン

ス状態で作動
	 接点仕様：	 リレー接点出力（絶縁出力）C 接点

Fault；	 機能：	 	Fault 状態またはシステム電源がオフの場合に作動
	 接点仕様：	 リレー接点出力（絶縁出力）、A 接点

バルブ駆動用接点出力：	2 点
	 機能；	 	ゼロ校正ガス、スパン校正ガス、チェックガスの校

正用またはバリデーション用電磁弁の作動
	 出力信号；	 各端子で最大 24V	DC、500	mA

アラーム：
Warning（警報）；	 Gas	concentration	low（ガス濃度低下）、Gas	concentration	high（ガ

ス濃度上昇）、Transmission	 low（透過率低下）、Process	pressure	
low（プロセス圧力低下）、Process	pressure	high（プロセス圧力
上昇）、Process	 temperature	 low（プロセス温度低下）、Process	
temperature	high（プロセス温度上昇）、Validation	required（要
バリデーション）、Validation	 failure（バリデーション基準外）、
Zero	calibration	error（ゼロ校正エラー）、Span	calibration	error

（スパン校正エラー）、External	alarm（外部アラーム）、Detector	
signal	high（検出器信号上昇）、Absorption	too	high（高吸収）

Fault（故障）；	 Laser	module	temperature	 low（レーザモジュール温度低下）、
Laser	module	temperature	high（レーザモジュール温度上昇）、
Laser	 temperature	 low（レーザ温度低下）、Laser	 temperature	
high（レーザ温度上昇）、Peak	center	out	of	 range（ピーク中
心範囲外）、Reference	peak	height	 low（参照ピーク高さ低下）、
Transmission	lost（透過率低下）、Reference	transmission	low（参
照透過率低下）、Reference	peak	height	high（参照ピーク高さ
上昇）、Laser	unit	 failure（レーザユニット故障）、Laser	module	
error（レーザモジュールエラー）、File	access	error（ファイルア
クセスエラー）、E2PROM	access	error（E2PROM アクセスエラー）

接点入力：	 2 点
機能；	 外部アラーム / 校正の開始 / バリデーションの開始
接点仕様；	 無電圧接点入力（絶縁入力）
入力信号；	 開信号：100	k Ω以上、閉信号：200 Ω以下

アナログ入力：	 2 点
信号タイプ；	 4 ～ 20	mA	DC（絶縁入力）、伝送器電源のオン / オフを選択可能
入力信号範囲；	 2.4 ～ 21.6	mA	DC
入力タイプ；	 プロセスガス温度、プロセスガス圧力
伝送器電源供給；	 15	V	DC 以上（20	mA	DC）	

26	V	DC 以下（0	mA	DC）
注：	 本電圧は、TDLS8100 の AI 端子間に発生する電圧です。伝送器の最小動作電圧の算出方法は、本電圧か

らさらに外部配線などの電圧降下分を考慮してください。
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自己診断機能：	 レーザユニット温度、レーザ温度、検出器信号レベル、メモリ読み
取り / 書き込み機能、ピーク固定状態

校正：
校正方法；	 ゼロ、スパン校正
校正モード；	 手動、半自動（YH8000/HART）

バリデーション：
バリデーション方法；	 2 種類までのガスに対応
バリデーションモード；	 	手動、自動（時間による起動、リモート起動（DI/Modbus））、

半自動（YH8000/HART）
電源：	 24V	DC ± 10%
消費電力：	 最大 20W；	 TDLS8100 単体
	 最大 60W；	 YH8000 および電磁弁 2 台を併用時
容器の保護等級：	 IP66、Type	4X
材質：	 ケース；	 アルミニウム合金
接ガス部材質：	 フューズドシリカ、SUS316( 相当 )、BK-7 ガラス、テフロン被覆

FKM、AES ウール
塗色：	 ミントグリーン（RAL	190	30	15 相当）
質量：	 プローブ部；	 	0.7	m　約 2.7	kg、1m　約 4.3	kg、1.5m　約 7.0	kg、

2m　約 9.8	kg
	 アナライザ部；		防爆　約 15.7	kg、非防爆　約 14.8	kg（フランジ含

まず）
	 日本防爆用ケーブルグランド 	/JA1）；約 320	g/	個	

(/JB	□）;	約 450	g/	個
測定ガス条件：

測定ガス温度；	 600℃以下（アプリケーションにより異なる）
測定ガス圧力；	 90	kPa	abs.以上500	kPa	abs.未満（アプリケーションにより異なる）
測定ガス流速 ;	 1m/s	以上（5	m/s	以上を推奨 )
ダスト；	 高ダストの場合、ブラスター装置などを準備して機器に蓄積しな

いように対策を講じる必要があります。詳細は当社までお問い合
わせください。

注：	 TDLS8100 を CE マーク適合製品として使用する場合、以下の制限があります。	
製品形名の基本コードが -G1、-G2（一般形）：測定ガス圧力の上限はゲージ圧で 50	kPa になります。	
製品形名の基本コードが -S1（ATEX 防爆形）：測定ガス圧力の上限は、500	kPa	abs になります。

	 ただし、以下に定義される不安定なガスの測定はできません。	
アセチレン (UN1001)、メチルアセチレン (UN1060)、ビニルフッ化物 (UN1860)、オゾン、一酸化二窒素
(UN1067) のような、それ自体が急激な圧力を発生しながら自然発生的に別の物質に変化するような気
体または水蒸気。( 詳細は Guidelines	related	to	the	Pressure	Equipment	Directive	2014/68/EU	(PED) を参
照ください。)

暖機時間：	 5 分
設置環境：

周囲温度；	 -20 ～ +55℃
保管温度；	 -30 ～ +70℃
湿度；	 0 ～ 95%RH（40℃、結露しないこと）
取り付けフランジ形式；	ASME	B16.5、DIN、JIS
ガス接続口；	 1/4NPT または Rc1/4
ケーブル引込口；	 1/2NPT または M20x1.5mm　1 個、	

3/4NPT または M25x1.5mm　3 個
パージガス接続；	 1/4NPT または Rc1/4
	 その他の接続方法については、当社までご相談ください。
パージガス；	 酸素を除く以下のすべてのアプリケーションで、理論上は、計装

空気をパージガスとして使用できます。窒素と計装空気のどちら
をパージガスとして使用するかは、最終的には、アプリケーショ
ンの詳細と、測定に求められる精度によります。

	 どのガスも、清浄および乾燥している必要があります。



IM 11Y01D02-01JA

2-4	 	 ＜ 2.		仕様＞

9th Edition : 2023.01.31-00

推奨パージガス：
O2 測定：	 N2（99.99% 以上、アプリケーションにより異なる）
CO、CO または CH4 測定：
	 	N2（99.99% 以上、アプリケーションにより異なる）または計装

空気	
（露点 -20℃以下、ダスト・オイルミストなきこと）

パージガス流量；
光学系用：	 2 ～ 20	L/min（アプリケーションによる）
	 2 ～ 20	L/min と 100 ～ 200	mL/min（耐圧防爆形の場合）

	 	 	 	 　　　*	耐圧防爆形の場合、入口圧は 10	kPa を超えないこと
プロセス窓用：	 5 ～ 100	L/min（アプリケーションによる）

■ 特性
繰返し性 / 直線性 :

測定ガス 繰返し性 直線性
O2 読み値の± 1%、または± 0.01%	O2 の値の大きい方 フルスケールの± 1%
CO	(ppm) 読み値の± 2%、または± 1ppm	CO の値の大きい方 フルスケールの± 1%

CO または CH4
CO 読み値の± 2%、または± 1ppm	CO の値の大きい方 フルスケールの± 2%
CH4 読み値の± 4%、または± 0.02%	CH4 の値の大きい方 フルスケールの± 4%

NH3 読み値の± 2%、または± 1ppm	NH3 の値の大きい方 フルスケールの± 2%
HCl 読み値の± 1%、または± 2.5ppm	HCl の値の大きい方 フルスケールの± 2%

測定条件：	 測定ガス温度；25℃、測定ガス圧力；0.1	MPa	abs.、光路長；1	m

データ更新：
周期標準；	 約 2 秒（標準的でないアプリケーションの場合は、応答時間が増

加することがあります）
	 2 秒以内の更新が必要な場合は、当社までご相談ください。

測定への影響 - アプリケーションによって異なります
A.	 温度：読み値をリアルタイムで校正できるよう、TDLS8100 は測定ガスの温度を考慮

する必要があります。影響は測定ガスごとに異なります。
a.	 目的の測定環境でガス温度が一定の場合、固定のガス温度を TDLS8100 にプログラム

できます。
	 TDLS8100 はリアルタイムでこの固定値を使用して、温度補償された読み値を表示で

きます。
b.	ガス温度が周囲温度にほぼ等しい場合、TDLS8100 の内部センサ値を使用できます。

TDLS8100 はリアルタイムで内部センサによるこの周囲温度値を使用して、温度補償
された読み値を表示できます。

c.	 ガス温度が変動する場合、TDLS8100 の外部センサ値を使用できます。TDLS8100 は
リアルタイムで外部センサによるこの入力値を使用して、温度補償された読み値を
表示できます。

B.	 圧力：読み値をリアルタイムで校正できるよう、TDLS8100 は測定ガスの圧力を考慮
する必要があります。影響は測定ガスごとに異なります。

a.	 目的の測定環境でガス圧力が一定の場合、固定のガス圧力を TDLS8100 にプログラム
できます。

	 TDLS8100 はリアルタイムでこの固定値を使用して、圧力補償された読み値を表示で
きます。

b.	ガス圧力が変動する場合、TDLS8100 の外部センサ値を使用できます。TDLS8100 は
リアルタイムで外部センサによるこの入力値を使用して、圧力補償された読み値を
表示できます。
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■ 危険場所の分類
Division1、Zone1 耐圧防爆構造
TDLS8100-J1	(	日本防爆 )

保護の種類 :		 	Ex	db	IIC	T6	Gb	
Ex	tb	IIIC	T85ºC	Db

容器の保護等級 :		 IP66	(In	Accordance	with	IEC	60529)
適用規格 :		 	JNIOSH-TR-46-1:2015、JNIOSH-TR-46-2:2018、JNIOSH-TR-46-9:2018

TDLS8100-D1（FM	Approval	for	US）
ディビジョンシステム：

保護の種類：	 Explosion	proof；	Class	I、Division	1、Group	A、B、C、D	T6
	 Dust-Ignitionproof；	Class	II/III、Division	1、Group	E、F、G	T6
容器の保護等級：	 Type4X
適用規格：	 FM	Class	3600:	2018、FM	Class	3615:	2018、FM	Class	3616:	2011、

FM	Class	3810:	2018、NEMA	250:	2014、ANSI/ISA-12.27.01:	2011
ゾーンシステム：

保護の種類：	 Class	I、Zone	1、AEx	db	[op	is	Ga]	IIC	T6	Gb		
Zone	21、AEx	tb	[op	is	Da]	IIIC	T85℃	Db

容器の保護等級：	 IP66
適用規格：	 	ANSI/UL	60079-0:	2013、ANSI/UL	60079-1:2015、	

ANSI/UL	60079-28:2017、ANSI/UL	60079-31:	2015、	
ANSI/IEC	60529:2004、ANSI/ISA-12.27.01:	2011

TDLS8100-C1（FM	Approval	for	Canada）
保護の種類：	 Ex	db	[op	is	Ga]	IIC	T6	Gb	

Ex	tb	[op	is	Da]	IIIC	T85℃	Db
容器の保護等級：	 IP66、Type4X
適用規格：		 	CSA	C22.2	No.94.2-15:	2015、	

CAN/CSA	C22.2	No.60079-0:	2015、	
CAN/CSA	C22.2	No.60079-1:	2016、	
CAN/CSA	C22.2	No.60079-28:	2016、	
CAN/CSA	C22.2	No.60079-31:	2015、	
CAN/CSA	C22.2	No.60529:	2016、	
CAN/CSA-C22.2	No.	61010-1-12:2012、	
CAN/CSA-C22.2	No.	61010-2-030-12:2016、	
ANSI/ISA-12.27.01:	2011

TDLS8100-E1（IECEx）
保護の種類：		 	Ex	db	[op	is	Ga]	IIC	T6	Gb	

Ex	tb	[op	is	Da]	IIIC	T85	℃	Db
容器の保護等級：	 IP66（In	Accordance	with	IEC	60529）
適用規格：	 	IEC	60079-0:2017、IEC	60079-1:	2014、	

IEC	60079-28:2015、IEC	60079-31:2013
TDLS8000-S1	(ATEX、UKEX)

保護の種類：	 	II	2(1)	G	Ex	db	[op	is	Ga]	IIC	T6	Gb	
II	2(1)	D	Ex	tb	[op	is	Da]	IIIC	T85ºC	Db

容器の保護等級：	 IP66	(In	Accordance	with	EN	60529
適用規格：		 	EN	IEC	60079-0:2018、EN	60079-1:2014、	

EN	60079-28:2015、EN	60079-31:2014
TDLS8100-K1	(	韓国防爆 )

保護の種類 :		 	Ex	d	IIC	T6	
Ex	tb	IIIC	T85ºC

容器の保護等級 :		 IP66	(In	Accordance	with	IEC	60529)
適用規格 :	 	Notice	of	Ministry	of	Labor	No.	2019-15	

Harmonized	with	IEC	60079-0:	2017、IEC	60079-1:	2014、	
IEC	60079-31:	2013
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TDLS8100-N1	(NEPSI)
保護の種類 :		 	Ex	db	[op	is	Ga]	IIC	T6	Gb	

Ex	tD	[op	is	20]	A21	IP6X	T85ºC
容器の保護等級 :		 IP66	(in	accordance	with	GB/T	4208-2017)
適用規格 :		 	GB	3836.1-2010、GB	3836.2-2010、IEC	60079-28:2015	

GB	12476.1-2013、GB	12476.5-2013

2.2 その他の機器の仕様
2.2.1 YH8000 HMIユニット

YH8000 は、TDLS8000 シリーズ専用の HMI です。YH8000 は、使いやすいタッチスクリー
ンの 7.5 インチカラー LCD を装備しています。この LCD で、メンテナンス情報の表示、
アラームの状態や記録の表示、および TDLS8000 シリーズのすべてのパラメータの設定
を行うことができます。
YH8000 は、TDLS8000 シリーズに直接取り付けることも、離れた場所に設置することも可能です。
YH8000 は、TDLS8000 シリーズとイーサネット接続され、YH8000 を最大 4 台の
TDLS8000シリーズにハブ経由で同時に接続できます。YH8000には固有のIPアドレスが必要です。

● 仕様
表示部：	 タッチスクリーンの7.5インチTFTカラーLCDパネル、640x480（VGA）
通信：	 イーサネット、RJ-45 コネクタ

通信速度；	 100	Mbps
ケース：	 アルミニウム合金

塗色：	 ミントグリーン（RAL	190	30	15 相当）
容器の保護等級：	 IP65、Type	4X

窓：	 ポリカーボネイト
質量：	 約 4	kg
	 日本防爆用ケーブルグランド（/JA1、/JA2）；約 320	g/ 個
取り付け：	 チルト機能、パイプ取り付け、またはパネル取り付けによる

TDLS8100 への取り付け（前面、左側、右側）、ステンレス製
ケーブル引込口：	 1/2NPT または M20x1.5mm　2 個
設置環境：

周囲温度；	 -20 ～ +55℃
保管温度；	 -30 ～ +70℃
湿度：	 10 ～ 90%RH（40℃、結露しないこと）

電源仕様：	 24V	DC ± 10%
消費電力：	 最大 12	W

安全、EMC および RoHS 適合規格：
安全適合規格：

　　CE、UKCA	 EN61010-1
　　UL	 UL61010-1
　　CSA	 CAN/CSA-C22.2	No.61010-1
　　GB	 GB30439	Part	1
設置場所標高：	 2000	m 以下
設置カテゴリ：	 I（予想される過渡的過電圧 330	V）
汚染度：	 2（屋内 / 屋外使用）

EMC 適合規格：
　　CE、UKCA	 EN55011	Class	A	Group	1
	 EN61326-1	Class	A	Table	2（産業用途）
　　RCM	 EN55011	Class	A	Group	1
　　KC	 KN11	Class	A	Group	1、KN61000-6-2（韓国 EMC 規格）

RoHS 適合規格：	 EN	IEC	63000:2018*
	 	 	 	 *:		YH8000-G1,-G2 のうち日本生産品、または -S2 の場合
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● 危険場所の分類
Division	2、Zone	2 防爆タイプ
YH8000-J2（日本防爆）

保護の種類：	 Ex	nA	ic	IIC	T5	Gc
容器の保護等級：	 IP65	(In	accordance	with	IEC	60529)
適用規格：	 JNIOSH-TR-46-1:2020、JNIOSH-TR-46-6:2015、	

JNIOSH-TR-46-8:2015
YH8000-D2（FM	Approval	for	US）

ディビジョンシステム
保護の種類：	 Nonincendive；	Class	I、Division	2、Group	A、B、C、D、T5
容器の保護等級：	 Type	4X
適用規格：	 	FM	Class	3600:	2018、FM	Class	3611:	2018、	

FM	Class	3810:	2018、NEMA	250:	2003
ゾーンシステム

保護の種類：	 Class	I、Zone	2、AEx	nA	ic	IIC	T5	Gc
容器の保護等級：	 IP65
適用規格：	 	ANSI/UL	60079-0:2019、ANSI/UL	60079-11:2013、	

ANSI/UL	60079-15:2013、ANSI/UL	121201:2019、	
ANSI/IEC	60529-2004

YH8000-C2（FM	Approval	for	Canada）
保護の種類：	 Ex	nA	ic	IIC	T5	Gc
容器の保護等級：	 IP65、Type	4X
適用規格：	 	CAN/CSA-C22.2	No.94.2-07	(R2012)、	

CAN/CSA-C22.2	No.60079-0:19、CAN/CSA-C22.2	No.60079-11:14、
CAN/CSA-C22.2	No.60079-15:16、CAN/CSA-C22.2	No.61010-1-12、
CAN/CSA-C22.2	No.60529:05	(R2010)

YH8000-S2（ATEX）
保護の種類：	 II	3	G	Ex	nA	ic	IIC	T5	Gc
容器の保護等級：	 IP65	(In	accordance	with	EN	60529)
適用規格：	 EN	IEC	60079-0:2018、EN	60079-11:2012、
	 EN	60079-15:2010

YH8000-E2（IECEx）
保護の種類：	 Ex	nA	ic	IIC	T5	Gc
容器の保護等級：	 IP65	(In	accordance	with	IEC	60529)
適用規格：	 IEC	60079-0:2017、IEC	60079-11:2011、IEC	60079-15:2010

YH8000-K2（韓国防爆）
保護の種類：	 Ex	nA	ic	IIC	T5	Gc
容器の保護等級：	 IP65	(In	accordance	with	GB/T	4208)
適用規格：	 GB	3836.1-2010、GB	3836.4-2010、GB	3836.8-2014

YH8000-N2（NEPSI）
保護の種類：	 Ex	nA	ic	IIC	T5	Gc
容器の保護等級：	 IP65	(In	accordance	with	GOST	14254)
適用規格：	 	GOST	31610.0-2014	

GOST	31610.15-2014	
GOST	31610.11-2014

YH8000-R2（EAC）
保護の種類：	 2Ex	nA	ic	IIC	T5	Gc	X
容器の保護等級：	 IP65	(In	accordance	with	GOST	14254)
適用規格：	 	GOST	31610.0-2014	

GOST	31610.15-2014	
GOST	31610.11-2014

YH8000-U2	(INMETRO)
保護の種類：	 Ex	nA	ic	IIC	T5	Gc
容器の保護等級：	 IP65
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適用規格：	 	ABNT	NBR	IEC	60079-0:2020	
ABNT	NBR	IEC	60079-11:2013	Versão	Corrigida:2017	
ABNT	NBR	IEC	60079-15:2019

2.2.2 校正セル
オフラインの校正およびバリデーションで使用します。

● 仕様
部品番号：	 K9777ZA（O2,	CO	用）、K9777ZK（NH3	用）、K9777ZL（HCl	用）
プロセス光路長：	 500	mm
材質：	 SUS316( 相当 )、アルミニウム、BK-7、FKM
質量：	 約 4.6	kg

2.3 形名およびコード
■ TDLS8100　プローブ形レーザガス分析計

形名 基本コード 付加コード 仕様
TDLS8100 ･････････････････････････ ･････････ プローブ形レーザガス分析計
構造 -G1

-G2
-J1
-D1
-C1
-E1
-S1
-K1
-N1

･････････
･････････
･････････
･････････
･････････
･････････
･････････
･････････
･････････

一般形、配線・配管口 NPT ネジ
一般形、配線口：メートルネジ、配管口：Rc
日本防爆耐圧防爆形、配線口：メートルネジ、配管口：Rc	(*1)
FM(US)	耐圧防爆形、配線・配線口：NPT
FM(Canada)	耐圧防爆形、配線・配線口：NPT
IECEx 耐圧防爆形、配線口：メートルネジ、配管口：Rc
ATEX、UKEX	耐圧防爆形、配線口：メートルネジ、配管口：Rc
韓国耐圧防爆形、配線口：メートルネジ、配管口：Rc
NEPSI	耐圧防爆形、配線口：メートルネジ、配管口：Rc

温度 -L ･････････ 温度 600℃以下
測定成分、
測定レンジ

-X1
-C2
-C3
-C4
-A1
-L1

･････････
･････････
･････････
･････････
･････････
･････････

O2：0-25%、温度 600℃以下 (*2)
CO：ppm、温度 500℃以下 (*3)
CO：ppm、温度 600℃以下、燃焼用 (*3)(*6)
CO：ppm、温度600℃以下またはメタン：0-5%、燃焼用(*3)(*6)
NH3：0-5,000	ppm、450℃以下、脱硝装置用
HCl：0-50ppm/0-5,000ppm、500℃以下

― -NN ･････････ 常に -NN
プローブ長 -070

-100
-150
-200

･････････
･････････
･････････
･････････

0.7	m
1	m
1.5	m
2	m

プローブ材質 -S ･････････ 316SS
フランジ -U2

-U3
-U4
-D5
-D8
-J5
-J8

･････････
･････････
･････････
･････････
･････････
･････････
･････････

ANSI	CLASS150-2-RF	相当
ANSI	CLASS150-3-RF	相当
ANSI	CLASS150-4-RF	相当
DIN	PN16-DN50-D	相当
DIN	PN16-DN80-D	相当
JIS	10K-50-FF	相当
JIS	10K-80-FF	相当

入出力インターフェース -A1 ･････････ HART 通信＋ Modbus	Ethernet
SI 単位 -J

-N
･････････
･････････

SI 単位表示のみ
SI 単位および非 SI 単位表示 (*4)

― -N ･････････ 常に -N
オプション /RX

/RC
/SCT
/JA1
/JB1
/JB2
/JB3
/SIL

O2 計用リファレンスセル (*5)
CO 計用リファレンスセル (*6)
ステンレス製タグプレート
日本防爆用ケーブルグランド（外径	8-12mm,	G1/2）1	個	、local	HMI	用
日本防爆用ケーブルグランド（外径	10-16mm,	G3/4）1	個
日本防爆用ケーブルグランド（外径	10-16mm,	G3/4）2	個
日本防爆用ケーブルグランド（外径	10-16mm,	G3/4）3	個
IEC61508	SIL2(SC3)	付き

*1：	 	日本防爆形（-J1）の場合は、使用する配線口すべてに、必ずケーブルグランドを付けて使用してください。	
外形図を参照し、オプションのケーブルグランド（/JB1、/JB2	または /JB3、必要に応じて /JA1）を選択
してください。

*2：	 プロセス圧力が 90 ～ 130	kPa(abs.) を外れる場合は、当社へご相談ください。
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*3：	 CO と CH4 成分が共存する場合は、当社へご相談ください。
*4：	 エンドユーザーが日本以外に限り選択可能です。
*5：	 測定成分、測定レンジコードで "-X1" 指定時に選択可能です。
*6：	 測定成分、測定レンジコードで "-C2"、"-C3"、"-C4" 指定時に選択可能です。ただし、測定成分、測定レ

ンジコードで、"-C3" または "-C4" を指定した場合は、/RC を必ず選択してください。

● 付属品
品名 部品番号 数量 備考

六角スパナ L9827AC 1 個 ロックスクリュー用
ヒューズ A1624EF 1 個 250V/3.15A
フェライトコア A1194MN 3 個 IO ケーブル、電源ケーブル、HMI ケーブル用　各 1 個

■ YH8000　HMIユニット
形名 基本コード 付加コード 仕様

YH8000 ･･････････ ･････････ HMIユニット
構造 -G1

-G2
-J2
-GR
-D2
-C2
-S2
-E2
-K2
-N2
-R2
-U2

･････････
･････････
･････････
･････････
･････････
･････････
･････････
･････････
･････････
･････････
･････････
･････････

一般形、配線口NPTネジ
一般形、配線口メートルネジ
日本防爆形/Zone	2、配線口メートルネジ(*1)
EAC一般形、配線口メートルネジ
FM(US)防爆形Class	I	Div	2、Zone2、配線口NPTネジ
FM(Canada)防爆形Class	I	Zone2、配線口NPTネジ
ATEX防爆形Type	of	protection	“n”、配線口メートルネジ(*3)
IECEx防爆形Type	of	protection	“n”、配線口メートルネジ
韓国防爆形Type	of	protection	"n"、配線口メートルネジ
NEPSI防爆形	Type	of	protection	"n"、配線口メートルネジ
EAC防爆形Type	of	protection	“n”、配線口メートルネジ	
INMETRO防爆形	Type	of	protection	"n"、配線口：メートルネジ

表示言語 -E ･････････ 日本語および他 9 言語 (*2)
― -N ･････････ 常に-N
オプション /M

/P
/W
/S
/C
/SCT
/JA1
/JA2

TDLS8000シリーズ用取付けキット
パイプ取付け
壁取付け
日除けフード
ローカルHMI接続ケーブル：3m
ステンレス製タグプレート
日本防爆用ケーブルグランド（外径8-12mm、配管口：G1/2）1個
日本防爆用ケーブルグランド（外径8-12mm、配管口：G1/2）2個

*1：	 日本防爆形の場合は、使用する配線口すべてに、必ずケーブルグランドを付けて使用してください。	
オプションのケーブルグランド（/JA1 または /JA2）を選択してください。

	 "/JA1"、"/JA2" は日本防爆形指定時のみ選択可能です。それ以外の構造で "/JA1"、"/JA2" が必要な場合は、	
当社へご相談ください

*2：	 表示器で使用する言語です。画面上で選択できます。
	 一台の機器に日本語と他に 9 言語（英語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、ロシア語、ハンガリー

語、韓国語、中国語）が用意されています。

*3：	 英国市場要求の UKCA 適合品として使用可能です。



IM 11Y01D02-01JA

2-10	 	 ＜ 2.		仕様＞

9th Edition : 2023.01.31-00

2.4 外形図

■ TDLS8100　プローブ形レーザガス分析計
65

250

214

39

58

116
39

323

95

L2

Ø50.8

L1

448

32365

63

172
40

D

85

85

øB

øA

C

øB

øA

C

L1
L2

700
78

1000
378

1500
878

2000
1378

A
150
190
230
165
200
155
185

B
120.7
152.4
190.5
125
160
120
150

C
4-Ø19
4-Ø19
8-Ø19
4-Ø18
8-Ø18
4-Ø19
8-Ø19

D
20
24
24
20
20
16
18

ANSI Class150-2-RF
ANSI Class150-3-RF
ANSI Class150-4-RF
DIN PN16-DN50-D
DIN PN16-DN80-D
JIS 10K-50-FF
JIS 10K-80-FF

プロセス窓パージ口（IN）
1/4NPTまたはRc1/4

リフレクタパージ口（IN）
1/4NPTまたはRc1/4

ケーブルグランド
(配管口：G1/2）

（オプション：/JA1）

ケーブルグランド
(配管口：G3/4）

（オプション：/JB1または/JB2または/JB3）

フローリストリクタ
Rc1/4

フローリストリクタ（注）
1/4NPTまたはRc1/4

フランジ

光学部パージ口（IN）：1/4 NPT またはRc 1/4 単位：mm

光学部パージ口（OUT）：1/4 NPT またはRc 1/4

（注）フローリストリクタは構造-J1、-C1、-D1、-E1、-S1、-K1、-N1
         の場合に付属します。

日本防爆（TDLS8100-J1)の場合

配線口
3/4NPTまたはM25x1.5

配線口
3/4NPTまたはM25x1.5

バリデーションガス口（2か所）
1/4NPTまたはRc1/4

配線口
1/2NPTまたはM20x1.5

フランジ

フランジ
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● メンテナンススペース

250

250

150 (450) *2

500 *1

600

単位：mm

*1: YH8000 のローカル HMI 接続（オプションコード：/M) を使用する
場合に必要となります。

*2: () 内は校正セル接続時に必要となるスペースです。プローブの付け
外しの際はさらにプローブ長に応じたスペースが必要となります。

■ YH8000　HMIユニット

261
342

65 75

75

87.5 4 - M6 深さ 13

204

接地端子

日本防爆（YH8000-J2）の場合　　　
日本防爆用ケーブルグランド（配管口：G1/2）

（オプション /JA1（1 個）または /JA2（2 個））

配線口 2（Modbus 通信用）
1/2NPT または M20x1.5

（日本防爆以外）

配線口 1（TDLS8000 シリーズと接続）
1/2NPT または M20x1.5（日本防爆以外）

単位：mm
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TDLS8100用取付け　(付加コード/M）の場合
注：日本防爆（YH8000-J2）の場合はケーブルグランドが付きます。

440

(198)

(198)

337

342

261 185

正面取付け

単位：mm

右取付け

左向きも設置可能

パイプ取付け（付加コード/P）の場合
注：日本防爆（YH8000-J2）の場合はケーブルグランドが付きます。

102

204 65 110

261
138

123

108.3
54.3

87.5

46.3

単位：mm

JIS 50A 取付け用パイプ
垂直または水平方向取付け

パイプ取付け金具
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日除けフード（付加コード/S）を付けた場合

212.5

318
197

31

178

46.3

単位：mm

JIS 50A 取付け用パイプ
垂直または水平方向取付け

パイプ取付け金具

日除けフード
取付け用スタッド

壁取付け（付加コード/W）の場合
注：日本防爆（YH8000-J2）の場合はケーブルグランドが付きます。

105.424610
266

4 - Ø7.2穴

226 206

10

単位：mm壁取付け金具

壁取付

246±0.5

4 - Ø6.0～ 7.2穴
または M6

206
±0.5

注：	 壁取付けの場合は、YH8000 の 4 倍の質量に耐える壁に取り付けてください。
ブラケットを縦向きに設置することも可能です。

日除けフード（付加コード/S）を付けた場合
196

3020610
246

4 - Ø7.2穴

266 246

10

単位：mm
壁取付け金具

206±0.5

4 - Ø6.0～ 7.2穴
または M6

246
±0.5

壁取付

注：	 壁取付けの場合は、YH8000 の 4 倍の質量に耐える壁に取り付けてください。
日除けフードが付く場合は、ブラケットを横向きに設置できません。
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■ 校正セル
部品番号：K9777ZA

245

Ø128

単位：mm

部品番号：K9777ZK、K9777ZL

302

Ø128

単位：　mm
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3. 設置、配線、光軸調整、配管
設置、配線、光軸調整、パージガス配管について作業順に説明します。
YH8000 を使用する場合、本章の作業が終了後に設置します。

3.1 設置
TDLS8100 はレーザ光線を使用します。アナライザ部の光源から発せられたレーザ光は、
プローブ部先端のリフレクタで折り返し、アナライザ部の検出素子に入射します。レー
ザ光の光軸が最適な状態になるように工場で調整されていますが、プロセスへの設置作
業の過程で光軸がずれる場合があります。設置後、受光信号の強度（透過率）の確認と、
必要に応じて光軸調整を実施します。十分な作業スペースが確保できる場所に設置して
ください。

光学モジュール

プロセス窓

フランジ プロセスガス測定部
リフレクタ

注意
製品設置時に製品の落下、あるいは表示部の破損などがないように、十分に注意して作
業を行ってください。

設置は「1.1	 システム構成例」と「2.4	 外形図」を参照してください。光軸調整作業
ができるように、メンテナンススペースも確保してください。

● 設置条件
「2.1	 TDLS8100	プローブ形レーザガス分析計の仕様」を満たす場所に設置してください。

以下の点に注意してください。
・	 プロセス窓パージは、プロセスガスからの熱、ダスト、腐食性成分から TDLS8100

を保護します。プロセスの稼働中は、必ずプロセス窓パージガスを流してください。
プロセス窓パージガスの流量は、プロセスガスの条件によって変わります。

温度：	 プロセス窓部およびアライメントフランジ内部が55℃以下になるように
パージガス量を設定してください。

ダスト：	 透過率が維持できるようにパージガス量を設定してください。透過率が
経時的に低下する場合は、パージ流量を増やす必要があります。

腐食：	 プロセスに腐食性成分が含まれる場合、十分なパージ流量が必要です。
TDLS8100 のプロセス窓のシール材が腐食すると、TDLS8100 内部が腐
食し、故障の原因になります。プロセス窓部およびアライメントフラン
ジ内部に腐食性ガスが侵入しないようパージガス流量を設定してくださ
い。

流速：	 プロセスガス流速に応じたパージガス流量を設定してください。プロセ
スガス流速とパージガス流量の関係は 3-22	ページの「■	パージガスに
ついて」を参照ください。
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3.1.1 測定点の選定
測定点を選定するとき、プロセス条件に関して以下の点を考慮してください。

● プロセスガス流量の状態
測定点は均一な濃度分布がある箇所に設置してください。
断面積が、円形のダクト・煙道の場合、一般的にプロセス曲り部の前後から直径 (D) の 3
倍以上距離があり、測定障害のない箇所が測定点に該当します。
断面積が長方形のダクト・煙道の場合、等価的な直径 (D) は以下の式で求められます。
	 直径 (D)=4 ×ダクト断面積 / ダクト周長

上記のような場所がない場合、またはそのような場所に設置不可能な場合は、ダクトの
入口側から 2/3、出口側から 1/3 の位置が測定障害のない部分を測定点とします。
測定点が決まりましたら、適切な設置場所であることを確認してください。

● プロセスガス温度
プロセスガスの温度変動ができるだけ少ない場所に設置してください。
TDLS8100 を設置した場所のガス温度の変動が± 10℃を超える場合、TDLS8100 の温度入
力端子に外部温度計を接続し、実際の測定ガスの温度を入力することで正しい測定が可
能となります（詳細は「6.1.3	プロセス温度」をご参照ください）。
最大プロセスガス温度に適した温度計が選択・設定されていることを確認してください。
一般的にガス温度が低いほど、より良好な測定が行われます。

● プロセスガス圧力
圧力変動ができるだけ少ない場所に設置してください。
TDLS8100 を設置した場所のガスの圧力変動が± 5kPa を超える場合、別途ご準備頂いた
プロセス圧力計からの圧力信号を TDLS8100 に入力することで正しい測定が可能となり
ます（詳細は「6.1.2	 プロセス圧力」をご参照ください）。
最大プロセスガス圧力に適した圧力計が選択・設定されていることを確認してください。
プロセスガスとの境界面となるプロセス窓が最大設計ガス圧力に合うように選択・設定
されていることを確認してください。
一般的にガス圧力が低いほど、より良好な測定が行われます。

● プロセスダスト・粒子濃度
高ダストの場合、ブラスター装置などを準備して機器に蓄積しないように対策を講じる
必要があります。詳細は当社までお問い合わせください。

● プロセスガス流速
1	m/ 秒以上の流速のある場所に設置してください。5	m/ 秒以上の流速は、より安定した
指示が得られます。また、流速変動が小さい場所に設置してください。流速変動が大き
い場所では指示変動が大きくなる場合があります。

● プロセスガスの流れとプローブの向き
プローブ部の開口部が大きい方をプロセスガスの流れの下流に向けて設置してください。
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3.1.2 プロセスフランジの施工
プロセスフランジはお客さまがご用意ください。

■ プロセスフランジ施工補強板について
プロセスフランジを取り付けるダクトや煙道壁が薄く、たわむ可能性がある場合、取り
付け部分を強化するため、取り付けフランジ部分の周りに大きな補強板を溶接してくだ
さい。図 3.1 に補強板取り付け例を示します。TDLS8100 の設置に必要な強度の確保は、
お客さまの責任で行ってください。

側面図 正面図測定ガス壁

約10 mm厚鋼板（溶接）

図3.1 プロセスフランジ用補強板

3.1.3 プローブの開口部の向き
TDLS8100 のプローブ部に測定ガスを導入するためにプローブ部の開口部側を測定ガスの
流れの下流に向けて設置します。

開口部を下流側に向けて設置してください

プロセスガスの流れ方向

図3.2 プローブの開口部の向き

TDLS8100 の表示器およびプローブの向きは、お客様のオーダー情報に基づいて組み立て
られています。設置場所の変更などにより、表示機の向く方向やプローブの開口部の向
きを変更する場合は、弊社サービスまでご連絡ください。
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3.1.4 TDLS8100のプロセスフランジへの取り付け
ここでは出荷時の状態から直接プロセスフランジに取り付ける方法を説明します。

取り付けボルト

ガスケット

ナット

図3.3 プロセスフランジへの取り付け

プロセスフランジへの TDLS8100 の取り付けは、以下の手順で行ってください。
(1)	 プロセスフランジと TDLS8100 のプローブ部フランジの間にガスケットを挿入しま

す。
(2)	 取り付けボルトをプローブ部フランジの取付穴に通し、ナットでプロセスフランジ

に取り付けます。このとき緩み、脱落がないように確実に取り付けてください。

 注意
本作業は必ず機器の電源 OFF の状態で行ってください。

注意
・	 TDLS8100 をプロセスフランジに接続する際はプローブの長さに応じた十分な作業ス

ペースを確保してください。
・	 プローブには設置向きがあります。プローブ部の開口部の広い方がプロセスガスの

流れの下流に向くように設置してください。また、設置作業中に機器を傷つけない
よう気を付けてください。

3.1.5 プローブ部とアナライザ部のプロセスフランジへの取り付け
TDLS8100 はアナライザ部とプローブ部を分離してプロセスフランジへの取り付けること
が可能です。取り付けは以下の手順で行ってください。

それぞれの詳細は「1.1	 システム構成例」と「2.4	 外形図」をご参照ください。

 注意
本作業は必ず機器の電源 OFF の状態で行ってください。
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注意
・	 プローブ部をプロセスフランジに接続する際はプローブの長さに応じた十分な作業

スペースを確保してください。
・	 プローブには設置向きがあります。プローブ部の開口部の広い方がプロセスガスの

流れの下流に向くように設置してください。また、設置作業中に機器を傷つけない
よう気を付けてください。

■ プローブ部とアナライザ部の分離

クイックコネクタ

貫通穴

反時計回り

脱落防止ねじ

図3.4 プローブ部とアナライザ部の分離

(1)	 最初にクイックコネクタのねじを緩めてアナライザ部とプローブ部を取り外します。
図に示したねじをプローブ部から完全に取り外します。このねじは脱落防止ねじに
なっています。

(2)	 残りの 3	箇所のねじを緩めます。この時、ねじをプロセスフランジから外さないよ
うにします。

(3)	 アナライザ部を持ってゆっくりと反時計方向に回しアナライザ部をプローブ部から
取り外します。

注意
プローブ部とアナライザ部の接続部には O リングがあります。分離した際に O リングの
損傷や紛失をしないようにしてください。

■ プローブ部のプロセスフランジへの取り付け
TDLS8100 はアナライザ部とプローブ部を分離してプロセスフランジへの取り付けること
が可能です。

それぞれの詳細は「1.1	システム構成例」と「2.4	 外形図」をご参照ください。
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■ プローブ部の取り付け
プロセスフランジへの TDLS8100 のプローブ部の取り付けは、以下の手順で行ってくだ
さい。
(1)	 プロセスフランジとプローブ部フランジの間にガスケットを挿入します。
(2)	 取り付けボルトをプローブ部フランジの取付穴に通し、ナットでプロセスフランジ

に取り付けます。このとき緩み、脱落がないように確実に取り付けてください。

注意
・	 プローブには設置向きがあります。プローブ部の開口部の広い方がプロセスガスの

流れの下流に向くように設置してください。
・	 プロセス窓部はレーザ光が通過する部分です。作業中に傷をつけたり、汚したりし

ないように気をつけてください。

取り付けボルト

ガスケット

ナット

図3.5 プローブ部の設置

■ アナライザ部の取り付け

注意
プロセス窓はレーザ光が通過する部分です。作業中に傷をつけたり、汚したりしないよ
うに気をつけてください。

プロセスフランジにプローブ部を設置後、以下の手順でアナライザ部を取り付けます。
(1)	 プローブ部のフランジ面にアナライザ部を取り外した時に緩めたねじが 3	箇所残っ

ていることを確認します。このとき、フランジ面から 8	mm 程度の隙間を残してく
ださい。また、正面から見て右上の穴にはねじは取り付けません。右上のねじはア
ナライザ部に付随しています。

(2)	 アナライザ部の取り付け面（クイックコネクタ部）の穴を、(1) で取り付けたプロー
ブ部のねじ位置に合わせて差し込み、時計方向に回転させます。

(3)	 フランジの貫通穴そばの脱落防止ねじで仮止めした後、他の 3 箇所のねじを含め、
均等に締めてください。

注意
組み立て中に O リングが損傷したり、脱落したりしないように注意しながらアナライザ
部を慎重に取り付けてください。
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注意
ねじ部には焼き付け防止剤が塗布されています。ごみなどが付着しないように気を付け
てください。ごみなどが付着した場合は、ごみなどを取り除き、再度焼き付け防止剤を
塗布してください。

クイックコネクタ

クイックコネクタ

時計回り

プロセスフランジ

図3.6 アナライザ部の取り付け方法
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3.2 配線
設置が完了したら、TDLS8100 と外部機器を配線します。
YH8000 の配線は、「4.	YH8000 の設置」を参照してください。

■ 配線に際しての注意
カバーを開ける場合は、付属の六角レンチを用いて、ロックスクリューを反時計方向に
回して緩めてください。
カバーを閉めた後、ロックスクリューを時計方向に回して締めてください。

注意
・	 ロックスクリューを緩めないでカバーを回すと、ケースまたはカバーを損傷させる

恐れがあります。なお、出荷時には、ロックスクリューは緩んでいます。
・	 カバーやケースのねじ部に砂や異物が付着すると、ねじのかじりの原因になります

ので、砂や異物が付着した場合には、機器内部に入り込まないよう、拭き取るよう
に除去してください。

六角レンチ

カバー

ロックスクリュ

図3.7 カバーの開閉

注意
すべての配線作業が完了するまで、TDLS8100 および TDLS8100 と接続している機器には
絶対に通電しないでください。

● 配線手順
信号線と電源線は、次の条件で施工してください。
(1)	 シールドは、必ず TDLS8100 内部のシールド線用機能接地端子に接続してください。
(2)	 信号ケーブル最外部の被覆を剥離する長さ、および電源ケーブル最外部の被覆を剥

離する長さは必要最小限にしてください。
(3)	 コンジット管を使用する場合、同一のコンジットに電源と他の信号線を通さないで

ください。信号にノイズ障害を引き起こす可能性があります。金属コンジットは、
接地してください。

(4)	 使用しない配線口は、付属のブラインドプラグを装着してください。
(5)	 使用ケーブルは 3-11	ページの「■	 配線の種類と使用するケーブル種類」をご参照

ください。
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(6)	 電源、I/O、YH8000 接続用のケーブルの各シールド線をシールド線用機能接地端子
へ接続後、付属のクランプ式フェライトコアをシールド線に取り付けます。詳細は、

「3.1.1	 測定点の選定」を参照ください。
(7)	 すべての配線が終わったら端子部の蓋を閉め、ロックスクリューで止めてください。

■ 配線口について
配線口付近には、ねじ仕様識別のための記号が刻印されています。

ANSI 1/2NPT、3/4NPT(F)の場合：AまたはN
ISO M20x1.5、M25x1.5 の場合：M

図3.9 刻印

TDLS8100 の配線口には、指定のねじサイズに合ったコンジットまたはケーブルグランド
を取り付けます。

配線口2配線口1

配線口3
（3/4NPTまたはM25）

配線口4
（1/2NPTまたはM20）

（3/4NPTまたはM25）

図3.9 配線口

配線口 1 ～ 3：	 電源ケーブルまたは I/O ケーブル用の配線口です。
配線口 4：	 	 	YH8000 との接続ケーブル、またはイーサネットケーブル用の配線

口です。

■ TDLS8100の配線端子

 注意
電源配線の接続箇所と極性（＋と－）を間違えないように注意してください。
特に電源端子（POWER、VO[HMI]）および電磁弁制御出力端子（SV-1、2）の配線を間違
えると、TDLS8100 および TDLS8100 と接続している機器の故障の原因になります。
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AO-1 AO-2 AI-1 AI-2 DI-1 DI-2 DO FAULT
+ - + - + - + - + - + - NC COM NO NC COM

SV-1 SV-2 PWR VO (HMI)
+ - + - + - + + - -

アナログ
出力
4-20mA
(HART)

圧力信号
入力
4-20mA

温度信号
入力
4-20mA

校正・バリデー
ション用の
電磁弁駆動出力

DO接点出力

Fault
接点出力

電源
24V DC

YH8000電源用の
24V DC出力

アナログ
出力
4-20mA

接点入力

端子A拡大図 

端子A

端子B拡大図

端子Bシールド線用接地端子

外部接地端子

図3.10 TDLS8100の配線
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表3.1 端子と機能

端子台 端子名 機能

A

AO-1+ アナログ出力 1（4-20mA）/HART 通信ポート
AO-1-
AO-2+ アナログ出力 2（4-20mA）
AO-2-
AI-1+ 圧力信号用アナログ入力（4-20mA）、圧力伝送器を接続します。
AI-1-
AI-2+ 温度信号用アナログ入力 (4-20mA）、温度伝送器を接続します。
AI-2-
DI-1+ 接点入力 1　	無電圧接点の入力端子、開：100k Ω以上、閉：200 Ω以下（配線抵

抗を含む）DI-1-
DI-2+ 接点入力 2　	無電圧接点の入力端子、開：100k Ω以上、閉：200 Ω以下（配線抵

抗を含む）DI-2-
DO	NC プログラマブル接点出力

　NC-COM 間　設定されている動作条件に一致した時にクローズします
　NO-COM 間　設定されている動作条件に一致した時にオープンになります

DO	COM
DO	NO

FAULT	NC FAULT 信号接点出力
　	機器が正常に動作しているときクローズ、Fault 発生時、または電源が OFF の

時オープンになります
FAULT	COM

B

SV-1+ 電磁弁制御出力 1　出力定格：24V	DC、最大 0.5A
SV-1-
SV-2+ 電磁弁制御出力 2　出力定格：24V	DC、最大 0.5A
SV-2-

POWER+ 電源　24V	DC ± 10%
POWER-
VO[HMI]+ YH8000 用の電源端子です。24V	DC
VO[HMI]-

■ 配線の種類と使用するケーブル種類

 注意
ケーブルは耐熱温度 70℃以上のものをご使用ください。
構造 -C1、-D1、-E1、-S1 で、周囲温度 40℃を超えて使用する場合は、ケーブルは耐熱温
度 75℃以上のものをご使用ください。

注意
製品の設置環境に適した仕様のケーブルをご使用ください。ご使用のケーブルグラント
に適した外径のケーブルをご使用ください。
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表3.2 配線種類

配線口 配線種類 公称断面積、条件 シールド 端子 耐電圧、難燃性 参照項
1 また
は 2 ま
たは 3

電源 AWG18 ～ AWG14
2 芯または 3 芯（機器
内部の機能接地端子を
使用する場合）

要 ワイヤー：
シールド：M4 ねじ
圧着端子

500V 以上
VW-1 以上

3.2.1

I/O ケー
ブル

多芯ケーブル
最大 21 芯
外部で信号を分岐する
場合、端子箱等が必要

要 ワイヤー：
シールド：M4 ねじ
圧着端子

500V 以上
VW-1 以上

3.2.2
～
3.2.6

4 YH8000
接続ケー
ブル

専用ケーブル（YH8000
オプション）
AWG24
4 ペア
被覆外径　約 8.4mm

要 ワイヤー：
シールド：M4 ねじ
圧着端子

500V 以上
FT-4

4

イーサ
ネット
ケーブル

CAT.5e
AWG24
4 ペア
100m 以内

要 ワイヤー：
シールド：M4 ねじ
圧着端子

VW-1 以上 3.2.7

機能接
地端子

（外部）

機能接地 AWG16 以上 不要 M5 ねじ圧着端子 3.2.1

ケーブル外径は、使用するコンジットまたはケーブルグランドに適合するものをご使用
ください。

3.2.1 電源と接地の配線

 注意
電源配線の接続箇所と極性（＋と－）を間違えないように注意してください。
電源（POWER）接続を間違えると、TDLS8100 の故障の原因になります。

電源の配線には 2 芯または 3 芯シールド線を使用します。
接地の配線には、内部接地端子、または、外部接地端子を使用します。内部接地端子を
使用する場合は、電源ケーブルとして 3 芯のケーブルを使用してください。
ケーブルのシールドは、必ず TDLS8100 と接続先の両方で接地してください。

SV-1 VO(HMI)SV-2 PWR

内部接地端子

外部接地端子

電源 24V DC

アナライザ部
端子B

3.2.2 温度、圧力伝送器との接続
温度、圧力伝送器からの電流信号 (4-20	mA	DC) を入力するための配線です。AI-1 を圧力
伝送器、AI-2 を温度伝送器に接続します。
アナログ入力の設定は「6.3	 アナログ入力設定」を参照してください。
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■ 接続の準備
伝送器の電源を TDLS8100 から供給する場合は、アナライザ部内部のスイッチを「Active	
AI」側に、外部から供給する場合は「Passive	AI」側に設定してください。4 線式の圧力計、
温度計を接続する場合は、「Passive	AI」側に設定してください。
出荷時は、「Passive	AI」側に設定されています。

スイッチの状態
操作箇所 外部電源供給 TDLS8100から電源供給

AI-1（圧力信号） SW1 Passive	AI Active	AI
AI-2（温度信号） SW2 Passive	AI Active	AI

Active AI

Passive AI
SW1 SW2

アナライザ部

図3.11 SW1、SW2の設定

注意
SW1、SW2 の設定は TDLS8100 の電源が OFF になっていることを確認してから行ってく
ださい。機器に損傷を与える恐れがあります。

■ 圧力計、温度計との接続
伝送器のアナログ出力の端子を次のように接続してください。「Passive	AI」、「Active	AI」
ともに端子の極性の違いはありません。

AO-1 AI-2AO-2 AI-1 DI-1

+

+ -+ -

-

FAULTDI-2 DO

+
-

内部接地端子 温度伝送器

アナライザ部
端子A

圧力伝送器
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■ 外部にディストリビュータなどの電源を接続する場合
2 線式伝送器で、外部にディストリビュータ等の電源を接続する場合は、次のように接続
してください。スイッチは、「Passive	AI」に設定してください。

AO-1 AI-2AO-2 AI-1 DI-1 FAULTDI-2 DO

+

+

+

-

-

-

内部接地端子

アナライザ部
端子A

外部電源
24V DC

圧力伝送器

● 配線要領
・	 使用するケーブルの種類については 3-11	ページの「■	配線の種類と使用するケーブ

ル種類」を参照してください。
・	 ケーブルのシールドは、必ず TDLS8100 と接続先の両方で接地してください。
・	 伝送器の電源を TDLS8100 から供給する場合は、配線抵抗等による伝送器供給電圧の

電圧降下を考慮して配線してください。

注意
AI に許容値以上の電流を入力しないでください。故障の原因になります。

3.2.3 アナログ出力(AO）の配線
濃度、透過率などのアナログ出力を記録計などの機器に伝送するための配線です。AO-1
のみ HART 通信に対応しています。
アナログ出力の設定は「6.4	 アナログ出力設定」を参照してください。

AO-1 AI-2AO-2 AI-1 DI-1

+

+ -+ -

-

FAULTDI-2 DO

+
-

内部接地端子 記録計2

アナライザ部
端子A

記録計1
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● 配線要領
・	 使用するケーブルの種類については 3-11	ページの「■	配線の種類と使用するケーブ

ル種類」を参照してください。
・	 ケーブルのシールドは、必ず TDLS8100 側で接地してください。
・	 各出力とも配線抵抗を含めた負荷抵抗が 550 Ω以下になるようにしてください。
・	 HART 通信時は、配線抵抗を含めた負荷抵抗が HART 通信仕様の許容負荷抵抗範囲内

の 250 ～ 550 Ωとなるようにしてください。（AO-1 のみ）

 注意
配線は極性（＋と－）を間違えないように注意してください。故障の原因になります。

3.2.4 接点出力の配線
接点出力には以下の 2 出力があります。接点はすべて、無電圧のドライ出力（メカニカ
ルリレー接点出力）です。接点の定格は全て 24	V	DC	1	A です。
接点出力の設定は「6.5	接点出力設定」を参照してください。

● DO接点出力（DO）
設定によって任意の機能を割り付けることができる接点です。C 接点（トランスファ接点）
で COM/NC/NO の 3 端子で構成されています。常時非励磁になっており、変更すること
はできません。端子上に表示されている「NC」、「NO」の表示は、非励磁状態を表してい
ます。
<DO>

接点の状態 NO-COM端子間の状態 NC-COM端子間の状態
電源 OFF オープン クローズ
出力 ON クローズ オープン
出力 OFF オープン クローズ

● FAULT接点出力（FAULT）
Fault が発生すると出力する接点です。A 接点（メーク接点）で COM/NC の 2 端子で構成
されています。常時励磁になっており、変更することはできません。端子上の「NC」の
表示は、励磁状態を表しています。
<FAULT>

接点の状態 NC-COM端子間の状態
電源 OFF オープン
出力 ON オープン
出力 OFF クローズ
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AO-1 AI-2AO-2 AI-1 DI-1 FAULTDI-2 DO

内部接地端子 アナンシエータなど

アナライザ部
端子A

● 配線要領
・	 使用するケーブルの種類については 3-11	ページの「■	配線の種類と使用するケーブ

ル種類」を参照してください。
・	 ケーブルのシールドは必ず TDLS8100 と接続先の両方で接地してください。
・	 接点の定格は 24	V	DC	1	A です。これらの値を超えないよう負荷（表示灯やアナンシ

エータなど）を接続してください。
・	 DO 接点出力は用途に応じて NC/NO を選択して配線してください。

3.2.5 接点入力の配線
TDLS8100 は接点信号を受けて、設定された機能を実行します。2 入力あります。無電圧
接点を入力してください。接点入力端子から 5	V	DC 電圧が出力されます。
接点入力の設定は「6.7	接点入力設定」を参照してください。

AO-1 AI-2AO-2 AI-1 DI-1 FAULTDI-2 DO

SW1

SW2

内部接地端子

アナライザ部
端子A

● 配線要領
・	 使用するケーブルの種類については 3-11	ページの「■	配線の種類と使用するケーブ

ル種類」を参照してください。
・	 ケーブルのシールドは必ず TDLS8100 と接続先の両方で接地してください。
・	 接点入力の " 開 / 閉 " レベルは、TDLS8100 側から見た抵抗値によって識別されます。

次の条件を満たすように配線してください。配線抵抗も含みますのでご注意くださ
い。

	 DI 端子間を短絡した場合、約 2	mA の電流が流れます。
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閉 開
抵抗値 200 Ω以下 100	k Ω以上

3.2.6 電磁弁制御出力の配線
校正等に使用する電磁弁（バルブ）を制御するための出力です。2 出力あり、それぞれ
24	V	DC	500	mA	max を供給することができます。

SV-1 VO(HMI)SV-2 PWR

アナライザ部
端子B

内部接地端子

電磁弁1

電磁弁2

● 配線要領
・	 使用するケーブルの種類については 3-11	ページの「■	配線の種類と使用するケーブ

ル種類」を参照してください。
・	 ケーブルのシールドは必ず TDLS8100 と接続先の両方で接地してください。

注意
・	 出力の定格は +24	V	DC	500	mA	max です。これらの値を超えないよう、使用する電

磁弁の仕様を確認して接続してください。
・	 電磁弁制御出力が ON の状態で、SV 端子間を短絡させないでください。短絡時は内

部の保護ヒューズが溶断し、出力されなくなります。その場合は部品の交換が必要
です。

3.2.7 イーサネットケーブルの配線

注記
不適切なパケットが大量に送られた場合、本機の機能に影響を与える可能性があります。
本機をネットワークに接続する場合は、ネットワークを適切に管理していただくことを
推奨します。

TDLS8100 をイーサネットハブ経由で YH8000（HMI ユニット）と接続する場合、または
Modbus/TCP 通信で外部機器に接続する場合、イーサネットケーブルを使用します。
イーサネットケーブルは、TDLS8100 の設置時にイーサネットコネクタの圧着が必要です。
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注記
・	 イーサネットコネクタの圧着を行う前に、ケーブルをケーブルグランドに通してお

いてください。イーサネットコネクタの圧着後はコネクタをケーブルグランドに通
すことができません。

・	 ケーブルグランドの向きにご注意ください。ケーブルグランドのねじ部側がコネク
タ側になります。

・	 イーサネットケーブルは CAT	5e の 8 芯シールド付きケーブルをご使用ください。
	 シールドは編組線タイプのものをご使用ください。シールドが金属箔のみの場合、

シールドの接地接続処理がうまくいかないことがあります。
	 ケーブルの結線方式はストレート結線です。
・	 ケーブルグランドの適合ケーブル径は、イーサネットケーブルの外径に適したもの

をご使用ください。
・	 必要な部品および治工具を以下に記します。

RJ45 モジュラープラグ
RJ45 モジュラープラグ用
圧着工具
LAN ケーブルテスタ
ワイヤーカッター
ワイヤーストリッパー
丸型圧着端子

（シールド線用）
M4 ねじ用
ご使用のイーサネットケーブルに合わせて適切な圧着端子をご使用くださ
い。
圧着端子の例：
	 M4 ねじ用　電線の公称断面積　2mm2

	 日本圧着端子製 FV2-4、TE コネクティビティ製 170782-1、または相当品
丸型圧着端子用圧着工具
熱収縮チューブ イーサネットケーブルのシールド部分の被覆処理用に使用します。

ご使用のイーサネットケーブルに合わせて適切な熱収縮チューブをご使用
ください。
熱収縮チューブの例：
	 シールド線に対して　内径　4mm、長さ　約 140mm
	 ケーブル外部被覆に対して　内径　10mm、長さ　約 30mm

ヒーティングガン 熱収縮チューブの収縮処理用

● イーサネットケーブルの加工方法
(1)	 イーサネットケーブルをケーブルグランドに通しておきます。
(2)	 シールド付きイーサネットケーブルの被覆を約 150mm 除去します。
	 このとき、シールドを切り取らないようご注意ください。

 
約150mm

外側被覆

ケーブルグランド

(3)	 シールドを束ねて線状にしてから、熱収縮チューブを被せて収縮処理を行います。
	 その後、シールドの先端に丸型圧着端子を圧着します。
	 ケーブルの被覆を剥いた部分にも熱収縮チューブを被せて収縮処理を行います。
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外側被覆

熱収縮チューブを被せて収縮処理する。
その後、先端部に丸型圧着端子を圧着する。

シールドを束ねて線状にする

熱収縮チューブを被せて収縮処理する

(4)	 イーサネットケーブルの先端に、RJ45 モジュラープラグを圧着します。
ピンNo. 線の色

1 白 / オレンジ
2 オレンジ
3 白 / 緑
4 青
5 白 / 青
6 緑
7 白 / 茶
8 茶

 
	 線の配列順をくずさないように RJ45 モジュラープラグに差し込み、挿入状態を確認

後、RJ45 モジュラープラグ用圧着工具を用いて圧着します。
	 圧着処理後、LAN ケーブルテスタを用いて接続状態をテストし、正常に圧着されて

いることを確認します。
(5)	 RJ45 コネクタを TDLS8100 のイーサネットポートに、シールド線の先端の丸型圧着

端子を内部の機能接地端子（M4 ねじ）に接続します。
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3.2.8 フェライトコアの取り付け
付属のクランプ式フェライトコアを電源ケーブル、I/O ケーブル、YH8000 接続ケーブル
の各シールド線に取り付けます。

シールド線

シールド線用
機能接地端子へ

フェライトコア

配線口

3.3 光軸調整
配線が完了したら、電源を入れて、必要に応じて光軸調整を行います。

 注意
TDLS8100 は、クラス 1 レーザ製品であり、目に対して安全なレベルのレーザ製品ですが、
故意に発光源を見ることはしないでください。TDLS8100 は電源を供給した直後から、ア
ナライザ部からレーザ光が発光します。電源の供給は、プローブ部または校正セルに取
り付け、レーザ光がプロセス外に照射されない状態で行ってください。

TDLS8100 は、光軸が最適になるように工場で調整され、透過率を 100% に合わせて出荷
されます。現場での設置作業で、プローブ部の取り外し、再組付を行った際、光軸がず
れる場合があります。透過率が 70% 以下を示す場合は「3.1	 設置」の項目で行った設置
作業が問題ないか確認してください。
それでも改善しない場合は以下の方法で光軸調整を行ってください。
TDLS8100 に電源が供給されるとディスプレイに透過率が表示されます。「Trans	**.*%」
という項目で表示されます。この透過率が最大となるように角度微調整用ナットで調整
します。（図 3.12 参照）
透過率は分析周期で更新され、分析周期は標準仕様で 2 ～ 5 秒です。分析周期について
は「付録 4	 分析周期とは」を参照してください。
光軸の調整中は、更新された最新の透過率を確認して作業を進めてください。なお、各ディ
スプレイの表示によって透過率が更新されたタイミングを知ることができます。
詳細は、「1.2	 各部の名称と機能」を参照してください。
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■ 光軸調整方法
TDLS8100 には図 3.12 に示す位置に光軸調整ノブがついています。仕様によってノブの
位置が違うのでご注意ください。使用しないノブにはシールが貼ってあります。

X方向光軸調整ノブ①

X方向光軸調整ノブ④

Y方向光軸調整ノブ②
Y方向光軸調整ノブ③

図3.12 光軸調整

図 3.12 に示した光軸調整用ノブを使用して光軸調整を行います。使用する光軸調整ノブ
は測定成分によって以下のように異なります。
調整ノブ番号 測定成分（仕様コード）

① CO、CO+CH4、NH3、HCl（-C2、-C3、-C4、-A1、-L1）
② CO、CO+CH4、NH3、HCl（-C2、-C3、-C4、-A1、-L1）
③ O2（-X1）
④ O2（-X1）

(1)	 X 軸、Y 軸の光軸調整ノブカバーのねじを緩めます。
(2)	 ディスプレイに表示される透過率が最大になるように調整ノブを回転させます。透

過率の確認は、ディスプレイに表示される値が 2 回以上更新されるまで待ってくだ
さい。ノブの回転角度に対し、透過率は敏感に変化します。少しずつ回転させ、透
過率が最大になる点を見つけてください。光軸調整は X 軸、Y 軸どちらからでも行え
ます。

(3)	 ノブカバーを固定します。
(4)	 透過率校正
	 上記調整が完了後、その状態を 100% となるように透過率校正を行います。実施方

法は「9.1.1	 透過率校正」をご参照ください。
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3.4 配管
配線、光軸調整完了後、パージガス用の配管を行います。
配管が完了したら、TDLS8100 プロセス窓部を清浄に保つため、稼働までの間もパージガ
スを流しておくことをお勧めします。

注意
全ての配管口は、TDLS8100 の防水防塵性能維持のため、配管をするか、プラグを取り付
けてください。
配管口ねじ仕様を確認する場合には、配線口付近の刻印（Rc1/4:	M、1/4NPT:	A または N)
を確認してください。

■ 配管口に使用する配管部品
下表を参照して、必要な配管部品が揃っていることを確認してください。

使用機器 配管箇所 配管用部品 備考

TDLS8100

光学部パージ口 チューブ接続継手 Rc1/4 または 1/4NPT、市販品
バリデーションパージ口 チューブ接続継手 Rc1/4 または 1/4NPT、市販品
プロセス窓パージ口 チューブ接続継手 Rc1/4 または 1/4NPT、市販品
リフレクタパージ口 チューブ接続継手 Rc1/4 または 1/4NPT、市販品

校正セル 配管口 チューブ接続継手 1/4NPT、市販品

■ パージガスについて
「2.	 仕様」の仕様に記載された内容を参照してください。

(1) パージガス種類
通常、パージガスは窒素（N2）ガスを使用しますが、アプリケーションによっては計装
空気でも可能な場合があります。
窒素ガスまたは計装空気は以下の条件のものをご使用ください。
・	 清浄であること。ダストの粒子径が 0.5	µm 未満
・	 油分を含まないこと
・	 O2 計用に使用する場合は、純度が 99.99% 以上の窒素ガスであること

(2) パージが必要な箇所
TDLS8100 では、次の 2 つの目的で、窒素ガスによるパージが必要です。
一つは、プロセスガス濃度測定時に、測定光路への外気酸素もしくは水分の侵入を防ぐ
ための窒素ガスの連続パージです。これを「分析計内部パージ」といいます。分析計内
部パージ領域は、光学モジュール部の光学部領域とバリデーション領域の 2 つの領域に
分かれています。
バリデーションを実施する場合は、バリデーション領域のパージガスを一時的にチェッ
クガスに切り替えます。
もう一つは、プロセスガスとの境界面となるプロセス窓及びプローブ部先端のリフレク
タを清浄に維持するため（プロセスからダストの付着を防ぐため）のプロセス窓、リフ
レクタ対しての連続パージです。これを「プロセスパージ」、「リフレクタパージ」とい
います。プロセス窓へのパージ口とリフレクタへのパージ口はそれぞれ個別にあります。
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光学部領域 バリデーション領域 プロセス窓、リフレクタパージ領域

図3.13 パージする箇所

(3) パージガス流量
以下のパージ流量でパージガスを導入してください。
・	 光学部領域：	

	 	 一般形：	 2 ～ 20	L/min（アプリケーションによる）	
	 	 防爆形：	 100 ～ 200	mL/min（入口圧は 10	kPa を超えないこと）

・	 バリデーション領域：	
	 	 10 ～ 20	L/min（アプリケーションによる）

・	 プロセス窓パージ、リフレクタパージ：	
	 	 	プロセスガスの温度・流速に応じ、下表に従ってパージ流量を決めてくだ

さい。表に示された流量は、プロセス窓パージ、リフレクタパージ各々の
流量です。

プロセスガス流速
(m/s)

パージ流量(L/min)
@プロセス温度

RT-300(℃)

パージ流量(L/min)
@プロセス温度

300-600(℃)
1 ～ 5 15 ～ 25 5 ～ 15
5 ～ 10 25 ～ 45 5 ～ 25
10 ～ 20 40 ～ 60 20 ～ 40
20 ～ 30 45 ～ 80 20 ～ 45

	 	 	上記のパージ流量値はプロセス窓用とリトロリフレクタ用のそれぞれに適
用されます。

	 	 	 参考 ; プロセス温度大→パージ流量小、プロセス温度とパージ流量は線形関係

(4) パージガスの排気
パージガス排気は以下のようになります。
・	 分析計内部パージ：
	 	 	 	排気口には必要に応じて配管し、適切な場所に排気してください。また、

雨水などが入り込まないように施工してください。
	 	 	 	チェックガスとして危険なガス（例：CO ガスなど）を使用する場合はプ

ロセス内部に排気する等、適切な排気を行ってください。
・	 プロセス窓パージ、リフレクタパージ：
	 	 	 プロセス内に排気されます。

3.4.1 パージガス配管

(1) オンラインバリデーション機能を使用しない場合
プロセスへの設置方法が直接挿入で、オンラインバリデーション機能を使用しない場合
は、図 3.14 に示すように配管します。
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光学部用パージガス

リフレクタ用パージガス
プロセス窓用パージガス

バリデーションエリア用パージガス

図3.14 直接挿入/オンラインバリデーション機能を使用しないの場合の配管

(2) オンラインバリデーション機能を使用する場合
バリデーション機能を使用する場合は、図 3.15 に示すように配管します。
バリデーション時にはチェックガスを流すため、三方弁によりパージガスとチェックガ
スを切り替えて供給できるように配管します。

光学部用パージガス

リフレクタ用パージガス
プロセス窓用パージガス

バリデーションエリア用
パージガス

バリデーション用チェックガス

図3.15 オンラインバリデーション機能を使用する場合の配管
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3.4.2 Zone 1/Div.1/Flameproof "d"防爆構造の光学部パージ
防爆構造の TDLS8100 の光学部バージガス入口、出口にはフローリストリクタがついて
います。パージガスの配管はフローリストリクタに接続します。パージガスの流量は 100
～ 200	mL/min に設定してください。過大な流量は、フローリストリクタの抵抗によって
ケース内の圧力を上げ、内部の部品に損傷を与えるだけでなく、防爆上の要件を満たさ
なくなります。

フローリストリクタ

図3.16 防爆構造の光学部パージ

注意
防爆構造の TDLS8100 の光学部領域に大量のパージガスを導入すると内部の光学部品が
破損する可能性があります。

 警告
防爆構造の TDLS8100 の光学部領域のパージガス入口圧は 10	kPa を超えないようにして
ください。
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4. YH8000の設置
YH8000	HMI ユニットは、TDLS8100 に直接取り付けるローカル HMI 設置と、単独で壁な
どに取り付けるリモート HMI 設置があります。

「2.4	 外形図」を参照してください。

注意
製品設置時に製品の落下、あるいは表示部の破損などがないように、十分に注意して作
業を行ってください。

● 設置場所
YH8000 は厳しい環境条件のもとにおいても動作するように設計されていますが、安定し
て、長期にわたって使用するために、以下の点に注意してください。

設置場所の周囲温度および湿度が、必ず仕様の範囲内にある場所を選択してください。
直射日光が当たる場合、日除けフードの取り付けや、キュービクル内に設置するなどし
て必ず直射日光を遮ってください。
プラント設備などから、放射熱などを受ける恐れのある場合には、断熱処置を講じてく
ださい。
また、以下の条件を備えた場所を選んでください。
•	 機械的振動や衝撃がほとんどない
•	 直射日光や厳しい気象条件にさらされない
•	 腐食性雰囲気のない所
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4.1 ローカルHMI設置
YH8000 は TDLS8000 シリーズ用取付けキット（付加コード：/M）を使って、TDLS8100
へ設置することができます。取り付け方向は正面、右、左の 3 種類から選択できます。
また、設置場所により前面カバーの開閉向きを逆にしたい場合は、YH8000 を上下反転し
て設置することもできます。
直射日光の影響を避けるための日除けフード（付加コード：/S）も一緒に取り付け可能です。

取付けキットを YH8000 に取り付ける場合は付属の TDLS8000 シリーズ用ボルトと、
YH8000 用ボルトをにそれぞれ約 5 ～ 6N･m のトルクで締めつけてください。
以降の説明図はプローブが横方向の場合ですが、ブラケットを 90°傾けると、縦方向の
挿入時にも対応できます。

● 正面方向のブラケット固定順序
(1)	 付属ブラケット1と付属ブラケット2をYH8000用ボルト（M6x14	mm）で固定します。
	 このとき付属ブラケット 1 の角度調整穴の固定位置を変えることで YH8000 を -20°

から 20°の範囲で傾けることができます。
(2)	 付属ブラケット 1 を YH8000 に YH8000 用ボルトで固定します。
(3)	 付属ブラケット 3 を TDLS8100 に TDLS8000 シリーズ用ボルト（M6x10	mm）で固定

します。
	 TDLS8000 シリーズ用ボルトと YH8000 用ボルトは長さが違いますので注意してくだ

さい。
(4)	 付属ブラケット 2 を付属ブラケット 3 へ YH8000 用ボルトで固定します。

YH8000用ボルト
（六角穴付きM6x14 mm）

TDLS8000シリーズ用ボルト
（六角穴付きM6x10 mm）

ワッシャ

付属ブラケット1

角度調整穴 付属ブラケット2

付属ブラケット3

図4.1 正面方向の取り付け

● 左右方向のブラケット固定順序
(1)	 付属ブラケット 1 と付属ブラケット 2 を YH8000 用ボルトで固定します。
	 このとき付属ブラケット 1 の角度調整穴の固定位置を変えることで YH8000 を -20°

から 20°の範囲で傾けることができます。
(2)	 付属ブラケット 1 を YH8000 に YH8000 用ボルトで固定します。
(3)	 付属ブラケット 3 を TDLS8100 に TDLS8000 シリーズ用ボルトで固定します。
(4)	 付属ブラケット 2 を付属ブラケット 3 に YH8000 用ボルトで固定します。左右どち

ら方向へも固定可能です。
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YH8000用ボルト
（六角穴付きM6x14 mm）

TDLS8000シリーズ用ボルト
（六角穴付きM6x10 mm）

ワッシャ

付属ブラケット1

角度調整穴

付属ブラケット2

付属ブラケット3

図4.2 右方向の取り付け

● 日除けフードを組み合せる場合
日除けフードをYH8000に重ねてから付属ブラケット1をYH8000用ボルトで固定します。
それぞれ約 5 ～ 6N･m のトルクで締め付けてください。

日除けフード

図4.3 日除けフードの取り付け

● YH8000反転設置
YH8000 はケーブル引き出し口を左側とする上下反転設置が可能です。上下反転設置する
場合は、反転スイッチにより画面を上下反転させます。反転スイッチの操作方法につい
ては、4-6	ページの「●	YH8000 反転スイッチ操作方法」を参照してください。
本設置方法は、TDLS8000 シリーズ用取付けキット、壁取り付け、パイプ取り付け時も行
うことができます。取り付けブラケットと YH8000 の締め付けトルクは、各取り付け方
法を参照してください。
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図4.4 上下反転設置

4.2 ローカルHMI設置時の配線
TDLS8100 に設置したあと、配線をします。
YH8000 反転設置の場合は、YH8000 反転スイッチ操作も行ってください。

 注意
すべての配線作業が完了するまで、TDLS8100 および TDLS8100 と接続している機器には
絶対に通電しないでください。

● YH8000前面カバーの開閉
前面カバーは以下の手順で開閉します。

前面カバー固定ねじ

前面カバーの開け方
(1)	 前面カバーを固定している M5 ねじを緩めます。ねじは、前面カバーから抜けないよ

うになっています。
(2)	 前面カバーを手前左側に開いてください。
前面カバーの閉め方
(1)	 前面カバーを閉じてください。このとき、ヒンジ部や前面カバーとケースの間に指

等を挟まないように十分注意してください。
(2)	 前面カバーをケースのねじ穴に合わせて、1 つのねじを締め切らないように、均等に

ねじを締め付けてください。このとき四隅のねじにガスケットの負荷がかかり始め
たら均等に 1 回転程度ずつ締めてください。締め付けトルクは 1.8 ～ 2.0	N･m として
ください。
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注意
前面カバーの開閉の際には、指や身体を前面カバーとケースの間に挟まれないように十
分に注意して作業してください。

注意
前面カバーを開く際、ハウジングのねじ切り部分を破損しないように、ねじが完全にね
じ穴から上がった状態であることを確認してゆっくり開いてください。
ねじ切り部を破損してねじが締め付けられなくなると、防水性が損なわれます。

● 配線口について
YH8000 の配線口は 2 箇所あります。YH8000 の配線口には、指定のねじサイズに合った
コンジットまたはケーブルグランドを取り付けます。
配線口付近には、ねじ仕様識別のための記号が刻印されています。
ANSI	1/2NPT の場合：	 A
ISO	M20x1.5 の場合：	 M

配線口 2
1/2NPT またはM20
プラグで塞がれています

配線口 1
1/2NPT またはM20

配線口 1	 TDLS8100 との接続ケーブルの配線口です。
配線口 2	 六角穴付きのプラグにて塞がれています。Modbus 通信のために Port2 を

使用する場合は、プラグを外して配線します。また、リモート HMI 設置
の場合にイーサネットケーブルを通す際にも使用します。

ケーブルグランドは、締め付けトルクに注意し、適切に組み上げてください。

● 配線

 注意
電源配線の接続箇所と極性（＋と－）を間違えないように注意してください。
電源（POWER）接続を間違えると、故障の原因になります。
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端子名 機能
POWER+ YH8000 の電源入力 24V	DC ± 10%

ローカル接続の場合、TDLS8100 から電源が供給されます。
専用ケーブルの場合は、+ 端子に 2 本、－端子に 2 本接続します。

POWER-

PORT1 TDLS8100 との接続
PORT2 Modbus 通信、リモート接続時の Ethernet 通信

使用ケーブルは 3-11	ページの「■	 配線の種類と使用するケーブル種類」をご参照くだ
さい。

YH8000 を TDLS8100 とローカル HMI 設置する際には、オプションの専用ケーブルであ
るローカル HMI 接続ケーブル（付加コード：/C）を使用します。専用ケーブルの配線に
ついて説明します。
本ケーブルは、接続する前に加工が必要となります。加工方法は、「付録 1	ローカル HMI
接続ケーブル作成要領」を参照してください。

(1)	 電源端子に極性（＋と－）を間違えないように接続してください。電源端子の締め
付けトルクは、0.22 ～ 0.25N･m としてください。

(2)	 ポート 1 に RJ45 コネクタをカチッと音がするまで挿し込んでください。
(3)	 シールド線用接地端子に専用ケーブルのシールド線を接続します。
(4)	 YH8000 の接地端子に 3-11	ページの「■	配線の種類と使用するケーブル種類」に適

合した接地ケーブルを接続します。

シールド線用接地端子

電源端子

ポート 1
ポート 2

接地端子

● YH8000反転スイッチ操作方法

注記
反転スイッチは、YH8000 の電源を OFF にした状態で設定してください。一旦 OFF にす
ることで設定が反映されます。

YH8000 はケーブルの引き出し方向を右側と、左側からの 2 通りから選択することができ
ます。
ケーブルの引き出し方向によって、筐体内にある YH8000 反転スイッチの位置を設定す
る必要があります。反転スイッチにより画面を上下反転することができます。下図のよ
うに、YH8000 の設置状態により、反転スイッチの位置を設定してください。
出荷時は「ケーブル右方向から引き出し」に設定されています。
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IN
V

NO
RM

YH8000 反転スイッチ

YH8000反転スイッチ

YH8000の設置状態 反転スイッチの位置
ケーブル右方向から引き出し NORM
ケーブル左方向から引き出し INV

4.3 リモートHMI設置
取付金具（パイプ取付け（付加コード：/P）、壁取付け（付加コード：/W））を使った取
り付け方を説明します。
直射日光の影響を避けるための日除けフード（付加コード：/S）も一緒に取り付け可能です。

 警告
YH8000 には電源スイッチがありません。電源ラインには、YH8000 を主電源から切り離
すためのスイッチを設けてください。また、スイッチには YH8000 の電源切断装置とし
ての表示と ON/OFF の表示を付けてください。

● パイプ取り付けの場合
50A(2B) パイプへの取り付けることができます。YH8000 用ボルトは約 5 ～ 6N･m のトル
クで締めつけてください。水平方向と垂直方向に取り付けることができます。
パイプ取付用ボルトは日除けフードを組み合わせる際に使用する短いボルトと日除け
フードなしの場合に使用する長いボルトが付属しています。

ワッシャ

垂直取付 水平取付

パイプ取付用
長いボルト

図4.5 パイプ取り付け

日除けフードを取り付ける場合は、スペーサで日除けフードと YH8000 を固定してから
パイプへ取り付けます。



IM 11Y01D02-01JA

4-8	 	 ＜ 4.		YH8000 の設置＞

9th Edition : 2023.01.31-00

ワッシャ

スペーサ

パイプ取付用
短いボルト

図4.6 日除けフード付の場合のパイプ取り付け（垂直取り付けの例）

● 壁取り付けの場合
壁取付穴寸法は、「2.4	外形図」を参照してください。
壁取り付けブラケットと YH8000 は約 5 ～ 6N･m のトルクで締めつけてください。

ワッシャ

壁取付用ボルト
（六角穴付きM6ボルト）

M6ボルト取付穴（4箇所）
*ボルトは付属しません

図4.7 壁取り付け

日除けフードを取り付ける場合は、壁取り付けブラケットの向きを縦長にして取り付け
ます。
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ワッシャ

壁取付用ボルト
（六角穴付きM6ボルト）

M6ボルト取付穴（4箇所）
*ボルトは付属しません

図4.8 日除けフード付の場合の壁取り付け

4.4 リモートHMI設置時の配線
リモート HMI 設置後に配線をします。

 注意
すべての配線作業が完了するまで、YH8000 および YH8000 と接続している機器には絶対
に通電しないでください。

● YH8000前面カバーの開閉
「4.2	ローカル HMI 設置時の配線」をご参照ください。

● 配線口について
「4.2	ローカル HMI 設置時の配線」に記載の配線口 1 に電源配線を通します。イーサネッ
トケーブルは配線口 2 の六角穴付きのプラグを外して通します。

● 配線
「4.2	ローカル HMI 設置時の配線」をご参照ください。

 注意
電源配線の接続箇所と極性（＋と－）を間違えないよう注意してください。
電源（POWER）接続を間違えると、故障の原因になります。

使用ケーブルは 3-11	ページの「■	 配線の種類と使用するケーブル種類」をご参照くだ
さい。
電源の配線には 2 芯または 3 芯シールド線を使用します。
機器内部の機能接地を接続する場合は、電源ケーブルとして 3 芯のケーブルを使用して
ください。
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● イーサネットケーブルの配線
YH8000 をイーサネットハブ経由で TDLS8100 と接続する場合、イーサネットケーブルを
使用します。イーサネットケーブルは、YH8000 の設置時にイーサネットコネクタの圧着
加工が必要です。
イーサネットケーブルの加工方法は、TDLS8100 と共通です。「3.2.7	イーサネットケーブ
ルの配線」を参照してください。

YH8000 をリモートで使用する際の電源配線、接地配線、イーサネットケーブルの接続に
ついて説明します。端子位置は「4.2	ローカル HMI 設置時の配線」の配線の図を参照して
ください。
(1)	 電源端子に極性（＋と－）を間違えないように接続してください。電源端子の締め

付けトルクは、0.22 ～ 0.25N･m です。
(2)	 イーサネットのポート 2 に RJ45 コネクタをカチッと音がするまで挿し込んでくださ

い。
(3)	 シールド線用接地端子に専用ケーブルのシールド線を接続します。
(4)	 YH8000 の接地端子に 3-11	ページの「■	配線の種類と使用するケーブル種類」に適

合した接地ケーブルを接続します。
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5. スタートアップ
「3.2	 配線」、「3.4	 配管」を参照し、正しく敷設されていることをもう一度ご確認くだ
さい。光軸調整が完了している状態で、スタートアップの作業を行います。

光学部パージガス、プロセス窓パージガス、リフレクタパージガスをそれぞれ適切な流
量を流してください。
TDLS8100 へ電源を供給します。
LCD ディスプレイは「1.2	 各部の名称と機能」に示す画面が表示されます。

注記
定期的に運転、休止を繰り返すようなアプリケーションでご使用になる場合でも、でき
るだけ TDLS8100 には電源およびプロセス窓パージガス、リフレクタパージガスを連続
して供給することをおすすめします。レーザ素子やセンサ周りに不要な温度変化、負荷
がかかるのを避けるためです。

5.1 HART設定ツールの接続
本節では、HART 設定ツールの接続方法と、設定ツール上で表示されるメニューツリーの
簡単な概要を説明します。メニューツリーの詳細や HART 通信の機能については、「7.	
HART 通信」および「付録 2	 HART	DD の全体図」を参照してください。

注記
TDLS8100 の HART 通信上ではパスワード認証によるライトプロテクト（書き込み保護機
能）を搭載しています。TDLS8100 出荷時は書き込み保護が解除されているため、設定ツー
ルを接続すれば設定変更できます。このライトプロテクトを有効にする方法は「7.3	 ライ
トプロテクト」を参照してください。

5.1.1 DDファイルのインストール
HART 設定ツールを使用する前に、TDLS8100 の DD（Device	Description）が設定ツール
にインストールされている必要があります。
TDLS8100 の DD は、TDLS8000 の DD と共通なので、TDLS8000 の DD をインストールし
てください。なお各種ツール上では、機種名が TDLS8000 と表示されます。
設定ツールとして当社の FieldMate を使用する際は、最新の Device	Files を入手して DTM
をインストールしてください。詳細は FieldMate 取扱説明書を参照してください。
DD と Device	Files の対応は下表のとおりです。

ソフトウェア
バージョン

HART機器
レビジョン

DDレビジョン Device Filesレビジョン

2.01.01 以上 02 01 3.08.13

その他、お手持ちの設定ツールを接続する際は、DD ファイルを当社 HP から入手してイ
ンストールしてください。
	 https://partner.yokogawa.com/japan/interoperability/dd-file-hart_an.htm

https://partner.yokogawa.com/japan/interoperability/dd-file-hart_an.htm
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5.1.2 接続方法
アナログ出力 AO-1 端子に接続した受信抵抗に対して並列に設定ツールを接続します。極
性はありません。受信抵抗の接続については「3.2	 配線」を参照してください。図 5.1 は
結線例です。

AO-1 +

TDLS8100

AO-1 -

受信抵抗（配線抵抗含む）：
250Ω～550Ω

4-20 mA DC
中継端子 中継端子

USB
FieldMate

モデム

USB
FieldMate

モデム

計器室

PC/FieldMate PC/FieldMate

図5.1 HART設定ツールの結線例

5.1.3 メニューの基本構成
HART 設定ツールに表示されるメニューツリーの、最上位のメニューであるルートメ
ニューの内容を以下に示します。メニューの全体構成は「7.2	 メニューツリー構成」を、
パラメータ名を含むメニュー全体図は「付録 2	HART	DD の全体図」をそれぞれ参照して
ください。

ルートメニュー 内容
Process	variables PV-QV や測定値の最新値を表示
Diagnosis/Service アラーム・履歴確認、校正・バリデーション・ループチェックの実行
Basic	setup PV-QV の項目割り当て、出力レンジの設定
Detailed	setup TDLS8100 固有パラメータの設定
Review 測定値、I/O 値、製造情報の表示

FieldMate上では、最上位のメニュー構成がDDのメニューと異なります。FieldMateのルー
トメニューは、"DTM	Menu(Online)" であり、その下に上記の DD のルートメニュー 5 個
が配置されます。これより下層のメニュー構成は、DD と共通です。

 

• Device
 Configuration

DTM Menu(Online)

• Diagnostic

• Process Variable

• Device setup • Basic setup
• Detailed setup
• Review

• Diagnostic/Service

• Process variable

• Maintenance • Maintenance (*1)

 DTMルートメニュー

*1：	 "Diagnostic/Service" メニューのうち、校正・バリデーション・ループチェックの実行メニューが配置さ
れます。
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注記
設定ツールとして Field	Communicator	475 を使用する場合、TDLS8100 の出荷時設定に
よっては以下の画面が出ます。これは、測定値の分析周期以内に同一測定値が 2 回以上
読まれたことを通知するものであり、TDLS8100 の動作に問題はないため「YES」を選択
してください。接続する度に本画面は表示されます。分析周期は TDLS8100 毎に決めら
れた調整値であり、変更はできません。

 

5.2 YH8000の接続
本項では、YH8000	HMI ユニットについて、TDLS8100（以降、「分析計」と記します）へ
の接続方法と基本的な画面説明を記述します。YH8000 の詳細説明は「8.	 YH8000	HMI ユ
ニット」を参照ください。

5.2.1 初期設定と接続手順
分析計と YH8000 を一対一で接続する場合、出荷時の設定のままでご使用いただけます。
設定変更が必要となるケースは、既設の LAN ネットワーク上に分析計を配置する場合や、
複数の分析計あるいは YH8000 を接続する場合です。

IP アドレスの初期設定は表 5.1 のとおりです。
表5.1 IPアドレスの出荷時設定

機種 IPアドレス サブネットマスク デフォルトゲートウェイ
TDLS8100 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.254
YH8000 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.254

YH8000 から分析計の IP アドレス / サブネットマスクを変更するには以下の手順で行いま
す。
(1)	 出荷時 IP アドレスのままで、YH8000 を接続します。
(2)	 分析計の IP アドレス / サブネットマスクを変更します (5.2.2 項参照 )。
(3)	 複数の分析計の IP アドレスを変更する場合は、残りの分析計を一台ずつ繋いで IP ア

ドレス / サブネットマスクをそれぞれ変更します。
(4)	 YH8000 の IP アドレス / サブネットマスクを必要に応じて変更します (5.2.2 項参照 )。
(5)	 YH8000 の接続先 IP アドレスを変更します (5.2.3 項参照 )。

上記 (1) の、YH8000 の電源投入から接続までの手順を以下に示します。本手順は、分析
計が出荷時 IP アドレスの状態を想定しています。IP アドレスが変更された分析計に新規
接続する場合や、複数の分析計へ接続する際は、「5.2.3	TDLS8100 との接続」を参照して
ください。

(1)	「3.2.7	イーサネットケーブルの配線」にしたがって分析計と YH8000 の結線を完了し
ます。

(2)	 分析計と YH8000 の電源を投入します。
	 ⇒ 10 秒間ほどオープニング画面 (a) が表示されます。
	 ⇒自動接続しなかった場合は YH8000 の設定画面 (b) が表示されます。⇒ (3) 項へ
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	 ⇒自動接続した場合はホーム画面 (d) が表示されます。
(3)	 [ 分析計接続 ] ボタンを押し、分析計選択画面 (c) へ移行します。⇒ (4) 項へ
(4)	 [ 接続 ] ボタンを押し、接続を開始します。
	 ⇒接続に成功するとホーム画面 (d) が表示されます。

a b

c

d

5.2.2 IPアドレスの設定

● TDLS8100のIPアドレス設定
設定メニューの場所：

	 " >> 分析計 >> 設定 >> システム >> 通信 >>TCP/IP"

注記
分析計の IP アドレスを変更すると、分析計は自動的に新しい IP アドレスで再起動します。
YH8000 との接続が切れますので、以下の手順で再度、接続設定を行ってください。

分析計の IP アドレスを変更する手順と、その後に再接続する手順は以下のとおりです。
分析計のサブネットマスクも変更した場合は、次項の「YH8000 の IP アドレス設定」で
YH8000 の / サブネットマスクも併せて変更した上で再接続する必要があります。
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(1)	 画面下部右下の ボタンを押します。
	 接続されている分析計のタグ名（設定されていない場合はシリアル番号）が表示さ

れるので、IP アドレスを変更したい分析計を選択します。
	 図の例ではタグ名が "TAG1" です。出荷時状態の分析計はタグ名が設定されていない

ためシリアル番号が表示されます。
	 選択後、[OK] を押すとパスワード入力画面が表示されます。

 
(2)	 パスワードを入力して [Enter] ボタンを押すと、設定画面が表示されます。パスワー

ドの出荷時設定は "1234" です。
	 " 設定 >> システム >> 通信 >>TCP/IP" と階層メニューを選択します。「IP アドレスを

変更すると機器が再起動される	*1」という内容の警告画面が表示されます。[OK] を
押します。

	 	 *1：	 IP アドレスを変更すると分析は再起動します。

 
(3)	 各項目を選択して値を変更します。変更された項目はアスタリスク (*) が左上に表示

されます。[OK] を押すと再起動の確認画面が表示されるので、再度 [OK] を押します。

 
(4)	 切断エラー画面が表示されます。[OK] を押します。
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(5)	 YH8000（HMI）の設定画面が表示されます。[ 分析計接続 ] ボタンを押します。

 
(6)	 分析計選択画面が表示されます。[ 切断 ] ボタンを押します。

 
(7)	 [IP 変更 ] ボタンが有効になります。[IP 変更 ] ボタンを押して新しい接続先 IP を入力

します。

 
(8)	 [ 接続 ] ボタンを押して分析計に接続します。

注記
分析計の IP アドレスは HART 通信経由でも変更可能です。
設定メニューの場所：
	 "Detailed	setup>>System>>Communication>>TCP/IP>>Set	IP	settings"

● YH8000のIPアドレス設定

設定メニューの場所：" >>HMI>> ネットワーク設定 "
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注記
YH8000 の IP アドレスを変更すると YH8000 は自動的に新しい IP アドレスで再起動し、
それまでの分析計との接続が切断されます。

5.2.3 TDLS8100との接続
ここでは YH8000 の分析計選択画面について説明します。本画面の操作によって、以下
の方法で接続できます。
・	 任意の IP アドレスを持つ分析計へ接続する
・	 1 台の YH8000 から最大 4 台の分析計へ接続する
・	 同一ネットワーク上にある、IP アドレスが不明な分析計を探索して接続する

YH8000 は、接続している分析計毎に分析計番号 1 ～ 4 を割り当てます。1 対 1 接続の際
は分析計番号 1 を利用します。分析計選択画面では、各分析計番号にどの IP アドレスの
分析計を接続するかを設定できます。

分析計選択画面の場所：	 " >>HMI>> 分析計接続 "

接続先追加の手順を示します。
(1)	 分析計選択画面（下図）を開き、[ 分析計番号 ] 欄で設定したい分析計番号を選択し

ます。

 
(2)	 [IP 変更 ] ボタンを押して、IP アドレス設定画面（下図）を表示します。
	 選択した分析計番号が既に接続中（状態が	接続中）の場合は、一旦 [ 切断 ] ボタンを

押すと [IP 変更 ] ボタンが有効になります。
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(3)	 以下のどちらかの方法によって、分析計の IP アドレスを指定します。
・	「手動入力」
	 接続したい分析計の IP アドレスを手動で入力します。
・	「自動検索結果から選択」
	 自動検索された分析計の IP アドレスから選択します。同じサブネット上にある最

大 32 台までの分析計（TDLS8000 シリーズ）を検索できます。ネットワークの設
定や状態によっては検出できない場合もあります。

	 どちらかを選択して [OK] を押して、接続したい IP アドレスを設定します。
(4)	 [ 接続 ] ボタンを押して TDLS8100 に接続します。

● 分析計選択画面の説明
[分析計番号]欄
	 1 から 4 の分析計番号です。選択して IP を設定することで、分析計へ接続できます。

注記
YH8000 に接続する分析計が 1 台だけの場合は分析計番号 1 に接続するようにしてくださ
い。分析番号 1 以外に接続した場合はトレンド波形を表示する際にアイテムを設定し直
す必要があります。

[情報]欄
	 分析計の IP アドレスとタグ名を表示します。一度も接続されていない場合はタグ名

が表示されません。接続中だがタグ名が設定されていない場合はシリアル番号が表
示されます。

[状態]欄
	 分析計との接続状態を示します。
	 	 「接続中」　
	 	 「接続試行中」　
	 	 「非接続」　
[IP変更]ボタン
	 IP アドレス設定画面に移動します。接続中の場合は選択できません。
[接続]ボタン
	 分析計との接続を開始します。非接続状態の時に有効です。
[切断]ボタン
	 接続中または接続試行中の分析計との接続を終了します。

注記
一度 YH8000 と分析計の接続に成功すると接続情報を記憶するので、次回の電源 On ある
いは再起動時は自動的に接続されるようになります。

注記
1 台の分析計に対して最大 2 台の YH8000 を接続可能です。
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5.2.4 接続に失敗した場合の対処
分析計への接続に失敗した場合は、以下の項目を確認してください。
(1)	 イーサネットケーブルが適切に接続されているかを確認してください。

・	 基板上にある LED5 が点灯 / 点滅しているかを確認してください。

LE
D5

図5.2 アナライザ部の正面図

・	 YH8000 のイーサネットポートの緑色 LED が点灯 / 点滅しているかを確認して
ください。

緑色 LED

図5.3 YH8000内部の上面図

(2)	 IP アドレスは適切に設定されているかを確認してください。
・	 YH8000 あるいは接続されている分析計で IP アドレスが重複していないかを確

認してください。
	 ⇒分析計の IP アドレスは LCD ディスプレイで確認できます。
	 　詳細は「1.2	各部の名称と機能」を参照してください。
・	 サブネットアドレス、サブネットマスクは適切に設定されているかを確認して

ください。
・	 ルータ等を介している場合はルータ等の設定は適切かをネットワーク管理者に

確認してください。

5.2.5 基本画面構成
分析計へ接続した際に表示されるホーム画面とボタンについて、概要を説明します。詳
細な説明は「8.2	 ホーム画面」を参照してください。

YH8000 に 1 台の分析計を接続した際は、図 5.4 の画面が表示されます。この画面をホー
ム画面と呼びます。
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日時 タグ名動作状態

濃度

透過率

濃度メータ

透過率メータ

プロセス温度
プロセス圧力

温度アイコン 圧力アイコン

画面下部のボタン

HART通信状態

図5.4 ホーム画面

YH8000 に 2 台以上の分析計を接続した際は、右側に各分析計のホーム画面を切り替える
タブが表示されます。タブの番号は分析計番号を表し、タブを選択することで、タブの
番号に応じた分析計の情報を表示します。また、 マークのタブは、接続されているす
べての分析計の情報を表示します。この画面をオーバーオール画面と呼びます。

表示切り替えタブ
分析計番号

日時

圧力アイコン温度アイコン

アラーム
アイコン

図5.5 オーバーオール画面

● 画面下部のボタンの用途
別画面を表示するために利用します。

ボタン ボタン名称 説明

ホームボタン ホーム画面を表示します

トレンド表示ボ
タン

トレンド画面を表示します。複数の分析計の測定値ト
レンドを同一画面で確認できます。

アラーム情報ボ
タン 接続されている分析計のアラーム画面を表示します。

設定情報表示ボ
タン

接続されている分析計の現在設定値を確認できます。
また、I/O 値やアラーム履歴等を表示します。

設定ボタン 接続されている分析計の設定や校正等の実行、あるい
は YH8000 の接続先や IP 設定等を変更できます。
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● 分析計設定画面の開き方

(1)	 ボタンを押して、設定変更先の選択画面を表示します。分析計のタグ名（タグ名
が設定されていない場合はシリアル番号）が表示されます。

	 設定変更先を選択し、[OK] を押します。

 
(2)	 ユーザパスワード入力画面が表示されます。パスワードの出荷時設定は "1234" です。

 
(3)	 パスワード認証が成功すると、分析計設定画面が表示されます。

 

注記

設定値を確認するだけであれば、 ボタンの情報画面で確認できます。パスワードは不
要です。
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5.3 基本パラメータの設定
測定を開始するために必要な基本パラメータについての、設定方法を記載します。本
節では、HART 設定ツールの例として Field	Communicator	475 での操作例を示します。
FieldMate 等で操作する際は、適時読み替えてください。

注記
Field	Communicator	475 を利用して設定変更を行う場合、直後に以下の画面が表示され
ます。この画面は TDLS8100 の設定が変わったことを通知する警告画面であり、動作に
問題はないため、[OK] および [YES] を選択してください。

  

5.3.1 日付・時刻の設定
TDLS8100 に現在の日付と時刻を設定します。日付と時刻は、電源を切ってもバッテリに
よりバックアップされます。

● HARTによる設定方法
(1)	 "Detailed	setup>>System>>Date/time>>Set	date/time" を選択して [ 右ボタン ] を押

すと、下図が表示されます。

 
(2)	 現在時刻が表示されるので、変更したい場合は [OK] を押してください。下図が表示

されます。変更の必要がない場合は、[ABORT] を押すと設定を中断できます。
	 現在の年月日を yyyy/mm/dd 形式で入力して、[ENTER] を押してください。
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(3)	 現在の時刻をhh:mm:ss形式で入力し、[Enter] を押してください。「:」を入力するには、
[@&] キーを押すと表示されます。
注：	 ここで入力する時刻は、次の (4) で [OK] を押した際に TDLS8100 へ反映されます。

 
(4)	 TDLS8100 へ設定する日付・時刻が確認のため表示されます。設定を実行する場合は

[OK] を押します。時刻が TDLS8100 に反映されます。設定を中断する場合は [ABORT]
を押してください。

 

● YH8000による設定方法

(1)	 ボタンを押して、分析計選択画面に移行します。接続したい分析計（TDLS8000
シリーズ）のタグ名を選択して [OK] を押します。
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(2)	 パスワード入力画面が表示されます。パスワードを入力して [Enter] ボタンを押すと、
設定画面が表示されます。

 
(3)	 下図のように、" 設定 >> システム >> 日時 " と選択します。

 
(4)	 " 日付 " および " 時刻 " を選択して、設定したい現在日付・時刻を入力します。

 
(5)	 変更された項目は下図のようにアスタリスク (*) が左上に表示されます。[OK] を押し

て分析計に設定します。
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5.3.2 プロセス光路長の設定
プロセス光路長を設定します。プロセス光路長とは、レーザ光が測定ガスを通過する長
さを言います。
TDLS8100 のプロセス光路長は、プローブ内にプロセスガスが流れ込む長さ（プロセスガ
ス導入長）の 2 倍（レーザ光がプローブ部を往復するため）になります。プロセスガス
導入長はおおよそプローブ部の開口幅（50	cm）の 2 倍の 100	cm になりますが、プロセ
スガス流速とパージガス流量によって両ガスが混ざり合う境界面位置が変わるため若干
の調整が必要になる場合があります。

プロセスガス挿入長

図5.6 プロセス光路長の定義

● HARTによる設定方法
(1)	 "Detailed	setup>>Analysis>>Process	param" とメニューを移動します。下図が表示

されます。"OPL" を選択して [ 右ボタン ] を押します。

 
(2)	 設定したいプロセス光路長の値を入力した後、[ENTER] を押して TDLS8100 への書き

込みを実行します。中断する場合は [ESC] を押します。

 

● YH8000による設定方法
設定メニューの場所：

	 " >> 設定 >> 分析 >> プロセスパラメータ >> 光路長 "

注記
窒素パージガスを使用できないお客さまは、弊社サービスまでご連絡ください。
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5.3.3 プロセス圧力の設定
測定プロセスの圧力値について、入力モードとしてアナログ入力（AI-1）を利用する場合
の説明を記述します。その他の入力モードを利用する場合は、「6.1.2	 プロセス圧力」を
参照してください。

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>Analysis>>Process	param>>Pressure"

	 [YH8000]	" >> 設定 >> 分析 >> プロセスパラメータ >> 圧力 "

(1)	 " モード "（"Mode"）（圧力の入力モード）を「外部入力」（Active	input）に設定します。
(2)	 " 外部入力種別 "（"Active	type"）（圧力入力源の設定）を「AI-1」にします。
(3)	 " バックアップモード "（"Backup	mode"）（アナログ入力が範囲外となった時の、圧

力値バックアップ設定）を以下から選択します。
	 「無効」（Disable）選択時、バックアップせずにアナログ入力をそのまま圧力値に換

算します。
	 「バックアップ値」（Backup	value）選択時、" バックアップ設定値 "（"Backup	set	

value"）で設定した値に固定します。バックアップ設定値（Backup	set	value）も任
意の値に設定してください。

	 「ホールド」（Hold）選択時、直前の範囲内入力値にて保持します。
(4)	 アナログ入力のレンジ設定を行います。4mA、20mA 相当の圧力値をそれぞれ入力

してください。
	 設定メニューの場所：
	 	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Analog	input>>AI-1(Pressure)"

	 	 [YH8000]	" >> 設定 >>I/O>> アナログ入力 >>AI-1( 圧力 )"

5.3.4 プロセス温度の設定
測定プロセスの温度値について、入力モードとしてアナログ入力（AI-2）を利用する場合
の説明を記述します。その他の入力モードを利用する場合は、「6.1.3	 プロセス温度」を
参照してください。

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>Analysis>>Process	param>>Temperature"

	 [YH8000]	" >> 設定 >> 分析 >> プロセスパラメータ >> 温度 "

(1)	 " モード "（"Mode"）（温度の入力モード）を「外部入力」（Active	input）に設定します。
(2)	 " 外部入力種別 "（"Active	type"）（温度入力源の設定）を「AI-2」にします。
(3)	 " バックアップモード "（"Backup	mode"）（アナログ入力が範囲外となった時の、温

度値バックアップ設定）を以下から選択します。
	 「無効」（Disable）選択時、バックアップせずにアナログ入力をそのまま温度値に換

算します。
	 「バックアップ値」（Backup	value）選択時、" バックアップ設定値 "（"Backup	set	

value"）で設定した値に固定します。バックアップ設定値（Backup	set	value）も任
意の値に設定してください。

	 「ホールド」（Hold）選択時、直前の範囲内入力値にて保持します。
(4)	 アナログ入力のレンジ設定を行います。4mA、20mA 相当の温度値をそれぞれ入力

してください。
	 設定メニューの場所：
	 	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Analog	input>>AI-2(Temperature)"

	 	 [YH8000]	" >> 設定 >>I/O>> アナログ入力 >>AI-2( 温度 )"
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5.3.5 出力レンジの設定
ここでは、4-20mA アナログ出力する項目の設定方法について記述します。アナログ出力
のホールド機能については、「6.4.2	 出力ホールド」を参照してください。

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Analog	output"

	 [YH8000]	" >> 設定 >>I/O>> アナログ出力 "

(1)	 チャネル毎に出力項目を選択します。
	 HART では、AO-1 の出力項目は "PV	is"、AO-2 は "SV	is" と表示されます。YH8000 で

は " アイテム "（"Item"）と表示されます。アナログ出力には以下の項目を割り当て
ることができます。

出力項目 HART表示名 YH8000表示名
第 1 成分ガス濃度 Concentration	1 (*2)
第 2 成分ガス濃度 (*1) Concentration	2 (*2)
透過率 Transmission 透過率
温度 Temperature 温度
圧力 Pressure 圧力

*1：	 2 成分測定仕様の場合のみ選択可
*2：	 測定成分のガス名を表示
	 ( 例 ) 測定成分が酸素の場合：O2	濃度

(2)	 最小点 (4mA) および最大点 (20mA) に相当する測定項目の値を設定します。
	 HART では、最小点は "PV	LRV"、最大点は "PV	URV" のように表示されます。

5.3.6 プロセスアラーム設定
プロセスの測定値に対して上下限警報 (Warning) のしきい値を設定できます。設定可能
な Warning の一覧を下記に示します。各 Warning についてしきい値の設定と、Warning
として検出するかどうかの有効・無効の切り替えが可能です。Warningの詳細については、

「10.2	 Warning が発生した時の表示と処置」を参照してください。
アラーム番号 Warningの名前

1 透過率低（Transmission	Low）
2 プロセス圧力低（Process	Pressure	Low）
3 プロセス圧力高（Process	Pressure	High）
4 プロセス温度低（Process	Temperature	Low）
5 プロセス温度高（Process	Temperature	High）
6 ガス 1 濃度低（Concentration	Gas1	Low）
7 ガス 1 濃度高（Concentration	Gas1	High）
8 ガス 2 濃度低（Concentration	Gas2	Low（2 成分計のみ））
9 ガス 2 濃度高（Concentration	Gas2	High（2 成分計のみ））
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● HARTによる設定方法
(1)	 "Detailed	setup>>Alarm>>Warning>>Warning	group	1" とメニューを移動します。
	 下図が表示されます。

 
(2)	 "Warn	select	group	1" は Warning の有効・無効設定です。出荷時は全て有効になっ

ています。
	 "Warn	select	group	1" にカーソルを当てて [ 右ボタン ] を押すと下図が表示され、個

別の Warning に対して設定できます。
	 「ON」は有効を意味します。ON/OFF を切り替えるには、画面下部中央左の [OFF] キー

を押します。入力が終わったら [ENTER] を押します。

 
(3)	 各 Warning の上下限しきい値を設定します。
	 例として、透過率の下限警報しきい値を変更するには、"Trans	low	lmt" にカーソルを

当てて [ 右ボタン ] を押します。下図が表示されます。
	 設定値を入力して [ENTER] を押します。
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(4)	 [SEND] キーを押して、TDLS8100 への書き込みを実行します。

 
(5)	 2 成分計の場合は、"Detailed	setup>>Alarm>>Warning>>Warning	group	2" が表示

されるので、第 2 成分ガス濃度上限警報の設定を同様にします。

● YH8000による設定方法

(1)	 " >> 設定 >> アラーム " とメニューを移動して下図を表示します。

 
(2)	 Warning の有効・無効切り替えは、左端のチェックマークを押すことで変更できます。

次の例では、透過率下限警報を有効にするために " 透過率低 " にチェックをしていま
す。[ 適用 ] ボタンを押すことで TDLS8100 に反映します。
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(3)	 各 Warning のしきい値を変更します。次の例では、透過率下限警報のしきい値を設
定するために " 透過率低 " を選択した状態で右側の [ 設定 ] ボタンを押します。

 
(4)	 下図が表示されます。値の欄を選択して、しきい値を入力した後、[OK] ボタンで

TDLS8100 に反映します。

 

5.4 ループチェック（模擬出力）
アナログ出力・接点出力・バルブ制御出力を強制的に任意の状態にすることができます。
本項では、この設定方法を記載します。これにより配線後の動作を確認することができ
ます。

5.4.1 ループチェックの実行
出力種類別にループチェックの設定方法を記載します。全種類の全端子を同時に設定で
きます。

実行メニューの場所：
	 [HART]	"Diagnosis/Service>>Loop	check"

	 [YH8000]	" >> 実行 >> ループチェック "

注記
ループチェック中に TDLS8100 の電源を切ると、ループチェックは解除されます。
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● アナログ出力
" アナログ出力 "（"Analog	output"）メニューを開き、" ループチェック "（"Loop	check	
mode"）を「有効」（Enable）にすることで、設定された模擬電流値 (" 出力 "（"check	
output"）) が出力されます。

注記
HART でマルチドロップモードが設定されている場合、HART 経由で AO-1 のループチェッ
クはできません。

● 接点出力
" 接点出力 "（"Digital	output"）メニューを開き、" ループチェック "（"Loop	check	
mode"）を「有効」（Enable）にすることで、設定された模擬状態 (" 出力 "（"check	
output"）) が出力されます。

● バルブ制御出力(SV)
" バルブ "（"Valve"）メニューを開き、" ループチェック "（"Loop	check	mode"）を「有効」

（Enable）にすることで、設定された模擬状態 (" 出力 "（"check	output"）) が出力されます。

5.4.2 自動復帰機能
設定された時間経過後に、全端子のループチェックを自動的に解除して通常出力に復帰
する機能です。いずれかのループチェックを有効にした時点から自動復帰時間のカウン
トを開始し、ループチェックに関する設定が変更される度にカウントをリセットして再
開します。カウンタが満了すると、全てのループチェックが無効になります。

自動復帰時間の設定は、" ループチェック "（"Loop	check"）メニュー以下にある " 自動解
除時間 "（"Auto	release	time"）を設定してください。「無効」（Disable）を選択すると自
動復帰機能は無効となり、手動でループチェックモードを解除するまで模擬出力が保持
されます。設定した値は電源 OFF 後も保持されます。
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6. 設定
本章では、TDLS8100 の全設定項目の内容と設定メニューの場所を示します。ただし校正・
バリデーションに関する設定項目については、「9.	 点検および保守」で説明します。

なお、YH8000 の設定メニューを開くには " >> 分析計選択 >> 設定 " と操作しますが、
本章では簡便のため " 設定 " 以下の場所を記載します。

6.1 プロセスパラメータ設定
プロセスパラメータとは、測定プロセスガスに関する測定条件を示します。プロセスガ
スのプロセス光路長、プロセス圧力、プロセス温度については、測定値に直接影響しま
すので、正しく設定してください。

注記
窒素パージガスを使用できないお客さまは、弊社サービスまでご連絡ください。

6.1.1 プロセス光路長
測定対象プロセスのプロセス光路長を設定します。プロセス光路長の定義については、

「5.3.2	 プロセス光路長の設定」を参照してください。

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>Analysis>>Process	param>>OPL"
	 [YH8000]	" 設定 >> 分析 >> プロセスパラメータ >> 光路長 "

6.1.2 プロセス圧力
測定対象プロセスのプロセス圧力を設定します。入力源の選択と、異常入力に対する動
作を以下の手順で設定します。

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>Analysis>>Process	param>>Pressure"
	 [YH8000]	" 設定 >> 分析 >> プロセスパラメータ >> 圧力 "

(1)	 " モード "（"Mode"）（圧力の入力モード）を選択します。
	 「固定値」（Fixed）選択時、圧力値を任意の固定値とします。
	 「外部入力」（Active	input）選択時、圧力値を 4-20mA アナログ入力 (AI-1) あるいは

Modbus 経由で入力します。TDLS8100 は、入力源から送られた圧力値を測定値の分
析周期毎に取得して、濃度演算に利用します。

(2)	 圧力の入力モードに応じて、以下の設定をしてください。
	 「固定値」（Fixed）選択時
	 "Fixed	mode	value"に固定圧力値を入力します。その他のパラメータは設定不要です。
	 「外部入力」（Active	input）選択時
	 以下のパラメータをそれぞれ設定してください。

・	 外部入力種別（Active	type）：圧力入力源の設定
	 「AI-1」はアナログ入力（AI-1）です。
	 「フィールド通信」（Field	Communication）は Modbus 入力です。Modbus 機

能の詳細は「11.	 Modbus」を参照してください。
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・	 バックアップモード（Backup	mode）：「外部入力」（Active	input）選択時、セ
ンサからの入力値が範囲外入力になった場合、濃度演算に使う圧力値を設定し
ます。	

	 「無効」（Disable）はバックアップ無効で入力をそのまま圧力値とします。
	 「バックアップ値」（Backup	value）は " バックアップ設定値 "（"Backup	set	

value"）で設定した値を圧力値とします。
	 「ホールド」（Hold）はセンサからの入力値が範囲外になる直前の範囲内入力値

5回分の中間値を圧力値とします。下図は、アナログ入力が下限＝4mAを下回っ
た例です。図中の●が AI 入力値の取得点を示し、分析周期毎に取得されます。
下限値を下回る直前値 5 回分の●のうち、2 番目が電流値の中間値となるため、
このときの圧力値がホールドされます。「ホールド」（Hold）が選択された状態で、
TDLS8100 の電源投入直後からアナログ入力が範囲外の場合は、4mA 相当の圧
力値がホールドされます。

  

[mA ]

[s]

4.0

AI入力電流

時間

分析周期

中間値

・	 Modbus 入力を利用する際は、バックアップ動作について以下の点に留意して
ください。

-	 Modbus 入力におけるバックアップ動作条件は以下のとおりです。
バックアップ動作条件 バックアップ復帰解除条件

Modbus 切断中 圧力値の Modbus 入力を受信

注記
バックアップ機能を利用する際は、Modbus を常時接続してください。定期的に Modbus
を接続・切断する場合は、バックアップモードを「無効」（Disable）にしてください。

-	 バックアップモードで「無効」（Disable）を選択すると、最後に入力した
圧力値が保持されます。つまり「ホールド」（Hold）と同じ動作になります。

-	 TDLS8100	の電源投入直後から、最初の圧力値を受信するまではバック
アップが動作します。この際、バックアップモードで「ホールド」（Hold）
または「無効」（Disable）を選択時は、下記 (3) に示すアナログ入力レン
ジの 4mA 相当の圧力値にてホールドされます。

・	 バックアップ設定値（Backup	set	value）：" バックアップモード "（"Backup	
mode"）が「バックアップ値」（Backup	value）時のバックアップ圧力値

(3)	 " 外部入力種別 "（"Active	type"）で「AI-1」を選択した場合のみ、アナログ入力のレ
ンジ設定を行います。4mA、20mA に相当する圧力値をそれぞれ入力してください。

	 設定メニューの場所：
	 	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Analog	input>>AI-1(Pressure)"
	 	 [YH8000]	" 設定 >>I/O>> アナログ入力 >>AI-1（圧力）"
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6.1.3 プロセス温度
測定対象プロセスのプロセス温度を設定します。入力源の選択と、異常入力に対する動
作を以下の手順で設定します。

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>Analysis>>Process	param>>Temperature"
	 [YH8000]	" 設定 >> 分析 >> プロセスパラメータ >> 温度 "

(1)	 " モード "（"Mode"）（温度の入力モード）を選択します。
	 「固定値」（Fixed）選択時、温度値を任意の固定値とします。
	 「外部入力」（Active	input）選択時、温度値を 4-20mA アナログ入力 (AI-2) あるいは

Modbus 経由で入力します。TDLS8100 は、入力源から送られた温度値を測定値の分
析周期毎に取得して、濃度演算に利用します。

	 「周囲温度」（Active	ambient）選択時、TDLS8100 内のレーザ素子近辺に実装された	
温度センサ値をプロセス温度として利用します。

(2)	 温度の入力モードに応じて、それぞれ以下の設定をします。
	 「固定値」（Fixed）選択時
	 " 固定値 "（"Fixed	mode	value"）に固定温度値を入力します。その他のパラメータは

設定不要です。
	 「外部入力」（Active	input）選択時
	 6.1.2 項の設定項目と同様です。" 圧力 " を " 温度 " に、"AI-1" を "AI-2" に読み替えて

設定してください。
	 「周囲温度」（Active	ambient）選択時
	 "Temp	act	amb	ofst"(YH8000 では " オフセット値 "（"Offset	value"）) に温度オフセッ

ト値を設定します。温度センサ値はレーザ素子の近辺の温度であり、プロセス温度
と完全に等しくならないため、差分をオフセットとして設定します。

(3)	 " 外部入力種別 "（"Active	type"）で「AI-2」を選択した場合のみ、アナログ入力のレ
ンジ設定を行います。4mA、20mA に相当する温度値をそれぞれ入力してください。

	 設定メニューの場所：
	 	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Analog	input>>AI-2(Temperature)"
	 	 [YH8000]	" 設定 >>I/O>> アナログ入力 >>AI-2（温度）"

6.2 単位設定
濃度測定に関わる物理量の単位の設定です。単位設定可能な物理量は「光路長」「圧力」「温
度」で、それぞれ以下の単位から選択可能です。
	 光路長：	 m、cm
	 圧力：	 	 kPa、atm、bar
	 温度：	 	 deg	C、K

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>Analysis>>Unit"
	 [YH8000]	" 設定 >> 分析 >> 単位 "
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6.3 アナログ入力設定
アナログ入力は、圧力値および温度値を 4-20mA レンジのアナログ入力から換算する用
途で利用します。ここでは 4mA と 20mA 入力相当の圧力値および温度値のレンジ設定を
します。

AI-1（圧力入力）設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Analog	input>>AI-1(Pressure)"
	 [YH8000]	" 設定 >>I/O>> アナログ入力 >>AI-1（圧力）"

AI-2（温度入力）設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Analog	input>>AI-2(Temperature)"
	 [YH8000]	" 設定 >>I/O>> アナログ入力 >>AI-2（温度）"

注記
圧力値および温度値をアナログ入力に設定する方法は、「6.1.2	 プロセス圧力」および

「6.1.3	 プロセス温度」を参照してください。

6.4 アナログ出力設定
プロセスの測定値をアナログ出力に設定する方法と、TDLS8100 の状態に応じて出力を
ホールドする機能について説明します。

6.4.1 通常レンジ出力
ここでは、4-20mA アナログ出力の設定方法と、詳細動作について記述します。

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Analog	output>>AO-1	or	AO-2"
	 [YH8000]	" 設定 >>I/O>> アナログ出力 >>AO-1	or	AO-2>> レンジ "

● 出力項目とレンジ設定
(1)	 アナログ出力に割り当てる測定項目を選択します。

出力項目 HART表示名 YH8000表示名
第 1 成分ガス濃度 Concentration	1 (*2)
第 2 成分ガス濃度 (*1) Concentration	2 (*2)
透過率 Transmission 透過率
温度 Temperature 温度
圧力 Pressure 圧力

*1：	 2 成分測定仕様の場合のみ選択可
*2：	 測定成分のガス名を表示
	 ( 例 ) 測定成分が酸素の場合：O2 濃度

(2)	 最小点 (4mA) および最大点 (20mA) に相当する測定項目の値を入力します。
	 HART では、最小点 (LRV)、最大点 (URV) のそれぞれが表示されます。

● 起動時の出力値
TDLS8100 の電源投入後から最初の測定結果が更新されるまでの間、アナログ出力値は
4.0mA に固定されます。ただし、「暖機中」状態に対して出力ホールドが設定されている
場合は、その設定に従います。
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● アナログ出力範囲
測定値は、3.8mA から 20.5mA の範囲で出力されます（NAMUR	NE43 準拠）。

6.4.2 出力ホールド
出力ホールドは、TDLS8100 が以下に示す特定状態のとき、設定した値にアナログ出力を
固定（ホールド）する機能です。

設定メニューの場所：
	 [HART]		"Detailed	setup>>I/O	condition>>Analog	output>>AO-1	or	AO-2>> 特定

状態毎の hold メニュー "
	 [YH8000]	" 設定 >>I/O>> アナログ出力 >>AO-1	or	AO-2>> ホールドモード "

● 特定状態の定義
以下の各状態に対して、個別に出力ホールドを設定できます。
Fault 発生中 いずれかの Fault が発生している状態
Warning 発生中 いずれかの Warning が発生している状態
校正・バリデーション
実行中

いずれかの校正・バリデーション機能を実行している状態

メンテナンス中 YH8000 からメンテナンス用パスワードを入力し、設定変更が有効になっている
状態

暖機中 TDLS8100 の電源投入後、レーザ素子の温度が安定し、測定が可能になるまでの
状態

● 出力ホールドモード
出力ホールドは以下のモードから選択できます。

設定モード 説明
プリセット

（Preset	hold）
3.8 ～ 20.5mA 内の、任意の出力値にホールドします。
*	Warning 発生中および Fault 発生中については、3.0 ～ 21.6mA 内の任意の
値に設定できます。さらに、最大 5 回の分析周期（*1）の間、任意値へのホー
ルド出力を遅延できます。この遅延中のアナログ出力は、Hold モードと
同様の直前値へのホールドとなります。

非ホールド（Non-hold）アナログ出力をホールドしません。測定値を出力し続けます。
ホールド（Hold） 直前の通常出力値にホールドします。

*1：	 分析周期は、ご使用の TDLS8100 の種類によって異なります。分析周期については「付録 4	 分析周期
とは」を参照してください。

( 例 1)	 	「Fault 発生中」に対して、21.0mA へのプリセット（Preset	hold）、遅延回数＝ 2
を設定している場合のアナログ出力動作図
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( 例 2)	 	「Fault 発生中」に対して、21.0mA へのプリセット（Preset	hold）、遅延回数＝ 0
を設定している場合のアナログ出力動作図
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● 出力ホールドの優先度
複数の特定状態が同時発生したことで、複数のホールドが有効になった場合（プリセッ
ト（Preset	hold）あるいはホールド（Hold）モードが複数有効の場合）、下記の優先順位
により出力ホールドが決まります。

 

Fault発生中
Warning発生中
校正・バリデーション実行中
メンテナンス中
暖機中

優先度 高

（例）	 	Warning 発生中＝非ホールド（Non-Hold）、メンテナンス中＝プリセット（Preset	
hold）、校正・バリデーション実行中＝ホールド（Hold）のとき、上記 3 状態が同
時に発生した場合は、出力ホールドはホールド（Hold）モードとなります。

6.5 接点出力設定
TDLS8100 が以下に示す特定状態のとき、接点出力を ON にする機能です。

6.5.1 DO接点(DO-1)
設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Digital	output>>DO-1(DO)"
	 [YH8000]	" 設定 >>I/O>> 接点出力 >>DO-1(DO)"

● 特定状態の定義
下記のいずれかの特定状態が発生したとき、接点が ON になります。特定状態毎に、接
点出力の有効・無効が設定できます。各状態の説明は、「6.4.2	出力ホールド」を参照して
ください。
・	 Warning 発生中
・	 校正・バリデーション実行中
・	 メンテナンス中
・	 暖機中

● 出力遅延
特定状態が発生してから実際に接点を ON にするまでの間を、最大 100 分析周期遅延で
きます。遅延回数がゼロのとき、状態発生後即座に接点を ON にします。
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分析周期はアプリケーションによって異なり、出荷時に最適な値に設定されています。
詳細は「付録 4	分析周期とは」を参照ください。

6.5.2 Fault接点(DO-2)
設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Digital	output>>DO-2(Fault)"
	 [YH8000]	" 設定 >>I/O>> 接点出力 >>DO-2(Fault)"

● 特定状態の定義
Fault が発生しているとき、接点が ON になります。本接点は Fault 通知専用であり、無
効にはできません。

● 出力遅延
Fault が発生してから実際に接点を ON にするまでの間を、最大 100 分析周期遅延できま
す。遅延回数がゼロのとき、Fault 発生後即座に接点を ON にします。
分析周期はアプリケーションによって異なり、出荷時に最適な値に設定されています。
詳細は「付録 4	分析周期とは」を参照ください。

6.6 プロセスアラーム設定
TDLS8100 のアラームの内、下記の測定プロセスの状態に関する Warning のみ、しきい
値と有効・無効を任意に設定できます。各アラームの内容は、「10.2	Warning が発生した
時の表示と処置」を参照してください。
アラーム番号 アラーム名

1 透過率低（Transmission	low）
2 プロセス圧力低（Pressure	low）
3 プロセス圧力高（Pressure	high）
4 プロセス温度低（Temperature	low）
5 プロセス温度高（Temperature	high）
6 ガス 1 濃度低（Concentration	gas1	low）
7 ガス 1 濃度高（Concentration	gas1	high）
8 ガス 2 濃度低（Concentration	gas2	low（2 成分計のみ））
9 ガス 2 濃度高（Concentration	gas2	high（2 成分計のみ））

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>Alarm"
	 [YH8000]	" 設定 >> アラーム "
設定方法の詳細については、「5.3.6	 プロセスアラーム設定」を参照してください。

6.7 接点入力設定
接点入力 (DI-1、DI-2) によって、特定の機能を実行することができます。また、実行機
能はチャネル毎に設定可能です。接点入力の方法は「エッジ入力」と「ステータス入力」
の 2 種類があり、機能によって入力方法が異なります。
・	 エッジ入力
	 接点入力が開から閉へ変化した際に、機能を実行する
・	 ステータス入力
	 接点入力が閉の間は、機能を実行し続ける

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Digital	input>>DI-1	or	DI-2"
	 [YH8000]	" 設定 >>I/O>> 接点入力 >>DI-1	or	DI-2"
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● 実行可能な機能
実行可能な機能は下記のとおりです。

機能名 動作 入力方法
外部アラーム（External	Alarm） Warning「外部アラーム」（External	Alarm）を発生させる ステータス
ゼロ校正（Zero	Calibration） 自動ゼロ校正を実行する エッジ
スパン校正（Span	Calibration） 自動スパン校正を実行する エッジ
ゼロ＋スパン校正（Zero	+	Span	Calibration）自動ゼロ校正と自動スパン校正を連続実行する エッジ
オフライン Val1（Offline	Validation	1） 自動オフラインバリデーション 1 を実行する エッジ
オフライン Val2（Offline	Validation	2） 自動オフラインバリデーション 2 を実行する エッジ
オフライン Val1+2（Offline	Validation	1	+	2）自動オフラインバリデーション 1 と 2 を連続実行する エッジ
オンライン Val1（Online	Validation	1） 自動オンラインバリデーション 1 を実行する エッジ
オンライン Val2（Online	Validation	2） 自動オンラインバリデーション 2 を実行する エッジ
流路 1（Stream	1） バルブを流路 1 に切り替える ステータス
流路 2（Stream	2） バルブを流路 2 に切り替える ステータス
流路 3（Stream	3） バルブを流路 3 に切り替える ステータス

注：	 上記の選択肢の内、「バルブ用途設定」の設定によって無効となっている項目は表示されません。詳細は、
「6.8.2	バルブ用途設定」を参照してください。

● フィルタ時間（Filter time）
チャタリングによる誤作動を防止するため、カットオフ時間を設定できます。指定され
た時間以内の接点入力変化は無視されます。

6.8 バルブ流路設定
TDLS8100 のバルブ制御出力（SV 端子）によって、複数のプロセスガス流路やバリデーショ
ンガスを自動制御し、順番に測定する方法を説明します。最大で 3 つの流路を切り替え
ることができます。

6.8.1 流路番号の定義
TDLS8100 のバルブ操作は、バルブ制御出力（SV-1、SV-2）に接続されている 2 つのバル
ブ状態で定義される流路番号によって行います。バルブ操作は独立して行わず、流路番
号を指定します（ループチェック時のみ独立して操作可能です）。
TDLS8100 で定義する流路番号と、各バルブ状態の対応は下記のとおりです。

流路番号 バルブ1(SV-1)状態 バルブ2(SV-2)状態
流路1（Stream	1） OFF OFF
流路2（Stream	2） ON OFF
流路3（Stream	3） ON ON

流路切り替えによって、図 6.1 のとおりプロセスガスを切り替えることができます。



IM 11Y01D02-01JA

6-9	 	 ＜ 6.		設定＞

9th Edition : 2023.01.31-00

光学部パージ プロセス窓パージ
　　リフレクタパージ

バリデーションパージガス

バルブ1
(SV-1)

バルブ2
(SV-2)

バリデーションガス2 バリデーションガス1

図6.1 流路切り替えの配管図

6.8.2 バルブ用途設定
SV 端子によってバルブを自動制御する際の、バルブの使用目的を設定します。「3 流路切
替(3	Streams	Switching)」、「2流路切替およびCal/Val(2	Streams	&	Cal	Val)」、「校正・バリデー
ション (Cal/Val)」を選ぶことができます。3 流路切替を選択した場合、3 つのプロセスガ
スを順番に切り替えて測定することができます。2 流路切替の場合、残りの 1 流路 ( 流路
3（stream3）) に校正ガスあるいはチェックガスをつなぎ、校正またはバリデーションに
使用することができます。

バルブ用途（Valve	usage）設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Valve	control>>Set	valve	usage"
	 [YH8000]	" 設定 >>I/O>> バルブ制御 >> バルブ用途 "

注記
バルブ用途設定 (Valve	usage) によって、バルブ制御出力（SV 端子）による実行可能な流
路切り替えと自動校正・バリデーションの項目が制限されます。
•	 校正・バリデーション（Cal/Val）用途
	 全流路を自動校正・バリデーション用途とするため、流路切り替えは利用できません。

校正・バリデーションを実行していないとき、流路は流路 1（Stream	1）に固定され
ます。

	 プロセスガスを切り替える際は、手動で行ってください。
•	 2 流路切替および Cal/Val（2	Streams	&	Cal/Val）用途
	 流路 3（Stream	3）のみ自動校正・バリデーション用途とします。以下の自動校正・

バリデーションは流路 2（Stream	2）を利用するため、実行できません。校正・バリデー
ションを実行するには、手動実行でのみ可能です。

・ゼロ校正
・オフラインバリデーション 1
・オンラインバリデーション 1

•	 3 流路切替（3	Streams	Switching）用途
	 全流路を流路切り替え用途とします。全ての自動校正・バリデーションを実行でき

ません。校正・バリデーションを実行するには、手動実行でのみ可能です。
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注記
バルブ用途（Valve	usage）を変更すると、以下の設定値が初期化されます。
・	 すべての自動校正・バリデーションの自動実行設定 (Time	initiate) が「無効」（Disable）
・	 接点入力に自動校正・バリデーションのリモート実行が設定されている場合「無効」

（Disable）
・	 接点入力に流路切り替えが設定されている場合「無効」（Disable）
・	 現在流路設定 (Current	stream) が「流路 1」（Stream	1）
・	 初期流路設定 (Initial	stream) が「流路 1」（Stream	1）

6.8.3 流路の設定
流路の切り替え方法は以下の 3 種類があります。
手動 YH8000 または、HART の画面から流路指定して切り替えます。
時間経過 流路が切り替わってから指定時間経過後に、次の流路に自動的に切り替わります。手動

切り替えをした際、または TDLS8100 の電源投入時に初期流路へ切り替わった際に、指
定時間のカウントが始まります。接点入力による切り替えでは、本機能は動作しません。

接点入力 接点入力が閉の間、指定の流路へ切り替えます。手動・時間経過による流路よりも優先
して、指定流路へ切り替わります。接点入力が開に戻ると、手動・時間経過による流路
に戻ります。優先度の図を以下に示します。

優先度の図を以下に示します。手動と時間経過は同列であり、接点入力が優先的に動作
します。

手動 時間経過

接点入力

優先度 高

● 手動による切り替え
設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Valve	control>>Current	stream"
	 [YH8000]	" 設定 >>I/O>> バルブ制御 >> 現在 "

手動で流路を切り替えるには、" 現在 "（"Current	stream"）で切り替えたい流路を選択し
ます。

● 時間経過による切り替え
バルブ用途設定（バルブ用途（Valve	usage））で「3 流路切替 (3	Streams	Switching)」または「2
流路切替および Cal/Val(2	Streams	&	Cal	Val)」を選択すると、各流路に対し、バルブ開の
時間と切り替え先の流路の設定ができます。" 持続時間 "（"Duration"）でバルブを開ける
時間（対象流路にガスを流す時間）を入力し、" 切替先 "（"Switch	to"）で切り替えたい
次の流路を指定します。切り替わった先の流路に対しても同様に " 切替先 "（"Switch	to"）
で次の流路が設定	されていれば、指定時間経過後に更にその先の流路へ切り替わります。

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Valve	control>>Stream	time	switch"
	 [YH8000]	" 設定 >>I/O>> バルブ制御 "
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【流路切り替えの例】
"バルブ用途"（"Valve usage"）＝「3流路切替」（3 Streams Switching）で、以下の設定の場合：
流路（Stream） 現在（Current） 切替先（Switch to） 持続時間（Duration） 初期（Initial）

1 ■ 流路 2（Stream	2） 10 ■
2 □ 流路 3（Stream	3） 20 □
3 □ 無効（Disable） 30 □

現在流路 (Current	stream) の遷移は下図のとおりとなります。

1 2 3

10分

時間

電源

現在流路

● 接点入力による切り替え
接点入力に流路切り替えの機能を設定します。設定方法は、「6.7	 接点入力設定」を参照
してください。
【接点入力切り替えの例】
"バルブ用途"（"Valve usage"）＝「3流路切替」（3 Streams Switching）、 
"DI-1モード"（"DI-1 Mode"）＝「流路3」（Stream 3）で、以下の設定の場合：
流路（Stream） 現在（Current） 切替先（Switch to） 持続時間（Duration） 初期（Initial）

1 ■ 流路 2（Stream	2） 10 ■
2 □ 流路 3（Stream	3） 10 □
3 □ 無効（Disable） 10 □

下図の「現在流路番号」が最終的な流路を示します。接点入力による切り替えが優先さ
れるため、DI-1 が閉の間は流路 3（Stream	3）に切り替わります。ただし、その間も時間
経過によるカウントと流路切り替えは内部で継続するため（図の最下行）、DI-1 が開に戻っ
た段階で流路 2（Stream	2）へ切り替わります。

1 3 2 3

1 2 3

10分

時間

電源

DI-1

現在流路番号

時間経過に
よる切り替え

接点入力による切り替え

6.8.4 初期流路（起動時の流路）
TDLS8100 の電源投入時、現在流路 (Current	stream) は初期流路 (Initial	stream) で設定さ
れた流路に切り替わります。初期流路 (Initial	stream) の設定可能範囲は、バルブ用途設定

（Valve	usage）で流路切り替え用途として選択された流路のみです。下表に、初期流路
(Initial	stream) へ設定可能な流路を○で示します。

バルブ用途設定（Valve usage） 流路1（Stream 1） 流路2（Stream 2） 流路3（Stream 3）
校正・バリデーション（Cal/Val）用途 ○ × ×
2 流路切替および Cal/Val

（2	Streams	&	Cal/Val）用途 ○ ○ ×

3 流路切替（3	Streams	Switching）用途 ○ ○ ○
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設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>I/O	condition>>Valve	control>>Initial	stream"
	 [YH8000]	" 設定 >>I/O>> バルブ制御 >> 初期 "

注記
初期流路の流路番号に対して、時間経過による流路切り替えが設定されている場合は、
電源投入後から切り替え時間のカウントが始まります。

6.9 その他の設定
本節では、測定プロセスや I/O・アラーム以外の各種設定について説明します。

6.9.1 タグ
TDLS8100 個体を識別する ASCII	32 文字のタグです。YH8000 から TDLS8100 に接続する
際は、このタグ名が表示されます。また、HART 通信で標準定義される Long	tag は本タ
グと同一です。
ただし、YH8000 からタグを入力する際は、Latin-1 文字を入力できません。

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>System>>Long	tag"
	 [YH8000]	" 設定	>> システム	>> タグ "

6.9.2 日付・時刻
現在の日付と時刻を設定します。設定画面の詳細説明は、「5.3.1	日付・時刻の設定」を
参照してください。また、YH8000 から設定する場合のみ、接続している複数の分析計

（TDLS8000 シリーズ）に対して一括で時刻を設定することも可能です。詳しくは、「8.7.3	
分析計の日付・時刻設定」を参照してください。

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>System>>Date/time>>Set	date/time"
	 [YH8000]	" 設定 >> システム >> 日時 "

6.9.3 ユーザパスワードの設定
YH8000 で設定画面へ入る際のユーザパスワードを変更します。現在のパスワードを入力
し、新規パスワードを確認のため 2 回入力してください。

設定メニューの場所：
	 [YH8000]	" 設定 >> システム >> パスワード "

6.9.4 表示器
ディスプレイに関する設定を行います。

● ディスプレイの輝度調整
バックライトの輝度（brightness）とコントラストを 11 段階で設定できます。

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>System>>Local	display>>SCU	LCD	display"
	 [YH8000]	" 設定 >> システム >> ローカル表示器 >> センサコントロールユニット "



IM 11Y01D02-01JA

6-13	 	 ＜ 6.		設定＞

9th Edition : 2023.01.31-00

● LCDディスプレイのスペクトラム表示
スペクトラム画面を表示するか否かを設定できます。
設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>System>>Local	display>>SCU	LCD	display"
	 [YH8000]	" 設定 >> システム >> ローカル表示器 >> センサコントロールユニット "

選択肢（HART表示名） 説明
表示しない (Hide) スペクトラムを表示しません
アラーム発生時
(During	alarm	mode)

●測定スペクトラム
	 以下のアラームが発生している場合に、測定ガスの受光信号と吸収スペク
トラムを交互に 3 秒周期で表示します。

番号 アラーム
49 warning:	受光信号レベル高（detector	signal	high）
50 fault:	吸収ピーク位置範囲外（peak	center	out	of	range）
52 warning:	吸収信号レベル高（absorption	too	high）
53 fault:	透過率喪失（transmission	lost）
57 fault:	レーザユニット故障（laser	unit	failure）

●リファレンスセルスペクトラム
	 以下のアラームが発生している場合に、リファレンスセルの受光信号と吸
収スペクトラムを交互に 3 秒周期で表示します。（リファレンスセルが無
効の場合は測定ガスの受光信号と吸収スペクトラムを表示）

番号 アラーム
51 fault:	参照ピーク低（reference	peak	height	low）
54 fault:	リファレンスセル透過率低（reference	transmission	low）
55 fault:	参照ピーク高（reference	peak	height	high）

周期的 (Periodic) 画面 6 行目の表示項目が一巡した後、測定スペクトラムを 4 秒間表示します。
測定スペクトラム
(Each	measurement	spectrum)

測定ガスの受光信号と吸収スペクトラムを交互に4秒周期で常時表示します。

Ref スペクトラム
(Each	reference	spectrum)

リファレンスセルの受光信号と吸収スペクトラムを交互に 4 秒周期で常時表
示します。

各スペクトラム画面の表示イメージを以下に示します。

  

測定吸収スペクトラム   測定受光信号

  
リファレンスセル吸収スペクトラム  リファレンスセル受光信号
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6.9.5 通信アドレス設定
TDLS8100 の IP アドレスおよび HART 通信のアドレス設定を行います。

● TDLS8100のIPアドレス設定
設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>System>>Communication>>TCP/IP>>Set	IP	settings"
	 [YH8000]	" 設定 >> システム >> 通信 >>TCP/IP"

注記
IP アドレスを変更すると TDLS8100 は自動的に再起動します。

注記
YH8000 経由で TDLS8100 の IP アドレスを変更する際は、YH8000 の接続設定を再度行う
必要があります。詳細は「5.2.3	TDLS8100 との接続」を参照してください。

● HARTアドレス設定
設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>System>>Communication>>HART	output"
	 [YH8000]	" 設定 >> システム >> 通信 >>HART"

" ループカレントモード "（"Loop	current	mode"）はマルチドロップモードに関する設定
です。マルチドロップモードについては「7.5.1	 マルチドロップモード」を参照してくだ
さい。

6.9.6 分析値の移動平均回数
分析周期の何周期分のスペクトラムデータを移動平均するかの設定を行います。この値
を大きくすると、より安定した分析結果が得られますが、応答時間は長くなります。分
析周期と平均回数についての説明は「付録 4	分析周期とは」を参照してください。

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>Analysis>>Averaging"
	 [YH8000]	" 設定 >> 分析 >> 平均 "

6.9.7 濃度オフセット
計算された濃度値に対して固定のオフセット値を加えたものを、最終的な指示値とする
ことができます。2 成分測定仕様の場合、第 1 成分ガス濃度、第 2 成分ガス濃度それぞれ
に設定できます。

設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>Analysis>>Zero	offset"
	 [YH8000]	" 設定 >> 分析 >> ゼロオフセット "
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6.9.8 Safetyモード
Safety モードは、本器を安全計装システムで使用するためのモードです。Safety モード
の設定によって、下記の項目について本器の動作が変わります。
なお、本器を安全計装システムで使用する場合は「付録 5	 安全計装システムの設置にあ
たって」を参照してください。
設定メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>System>>Safety	mode"
	 [YH8000]	" 設定 >> システム >>Safety モード "

Safetyモード

項目
有効 無効（デフォルト設定）

Fault 解除条件 発生した Fault は再起動するまで
維持する。

発生した Fault はその要因が解消さ
れた場合、解除される。

Fault:		
Transmission	Lost の検出閾値 高感度になる。 標準感度になる。

下記条件を全て満たす時の、アナ
ログ出力
●�AI-1 が 3.6mA 以下または
21.0mA 以上

●�プロセス圧力の入力モードが「外
部入力」、かつ、外部入力種別が

「AI-1」 Fault の出力ホールド設定に従う。
Warning の出力ホールド設定に従う。
(Warning はアナログ入力が 4	mA 以
下または 20	mA 以上で発生します。)下記条件を全て満たす時の、アナ

ログ出力
●�AI-2 が 3.6mA 以下または
21.0mA 以上

●�プロセス温度の入力モードが「外
部入力」、かつ、外部入力種別が

「AI-2」
異常リセット後のアナログ出力 無出力 (=0mA) になる。 通常動作になる。

6.10 設定初期化（出荷時の設定）
設定値を出荷時の状態に戻す手順と、出荷時のパラメータ初期値を示します。

6.10.1 初期化手順
実行メニューの場所：
	 [HART]	"Detailed	setup>>System>>Initialize	config"

	 [YH8000]	" >> 設定 >> システム >> 設定初期化 "

初期化を実行するには、上記メニューを開き、初期化したいパラメータの種類を以下か
ら選択します。複数同時に選択可能です。

項目名（HART） 初期化対象
設定情報 (Setting	data) YH8000、HART から設定可能な全パラメータ

(6.11.2 項記載の全パラメータ。ただし「User	info」の対象は除く。)
アナログ入出力の校正値
(AI/AO	cal	data)

AI/AO の入力 / 出力校正データ

ゼロ・スパン校正データ
(Calibration	data)

ゼロ・スパン校正データ

タグ、通信設定、パスワード
(User	info)

TDLS8100 タグ、IP 設定、HMI（YH8000）ユーザパスワード
HART アドレス、HART	8 文字 short タグ、ライトプロテクトパスワード

注記
初期化を実行すると、TDLS8100 は自動的に再起動します。
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6.10.2 パラメータ初期値一覧
パラメータの出荷時の初期値を以下に示します。

「ユーザ指定」列に〇が付いているパラメータは、お客さまが注文時に値を指定された場
合はその値に初期化されます。

● プロセスパラメータ
パラメータ 初期値 ユーザ指定 最小値 – 最大値

光路長 1	[m] 0.01	–	100[m]
圧力モード 外部入力 画面より選択
圧力固定値 101.325[kPa] 0.1	–	10,000[kPa]
圧力外部入力種別 AI-1 画面より選択
圧力値 (4mA 相当 ) 40[kPa] 0	–	10,000[kPa]
圧力値 (20mA 相当 ) 200[kPa] 0	–	10,000[kPa]
AI-1 の入力がレンジ外または、AI 校正中の圧力バックアップ
モード

バックアップ
値

画面より選択

圧力バックアップ設定値 101.325[kPa] 0.1	–	10,000[kPa]
温度モード 外部入力 画面より選択
温度固定値 25[℃ ] -273	–	3,000[℃ ]
温度外部入力種別 AI-2 画面より選択
温度 (4mA 相当 ) 0[℃ ] -273	–	3,000[℃ ]
温度 (20mA 相当 ) 100[℃ ] -273	–	3,000[℃ ]
AI-2 の入力がレンジ外または、AI 校正中の温度バックアップ
モード

バックアップ
値

画面より選択

温度バックアップ設定値 25[℃ ] -273	–	3,000[℃ ]
周囲温度モードにおけるオフセット値 -6[℃ ] -100	–	100[℃ ]

● 単位
パラメータ 初期値 ユーザ指定 最小値 – 最大値

光路長 m 〇 画面より選択
圧力 kPa 〇 画面より選択
温度 ℃ 〇 画面より選択

● プロセスアラーム
パラメータ 初期値 最小値 – 最大値

Warning 選択 全選択 画面より選択
透過率低の Warning しきい値 20[%] 0–	100[%]
プロセス圧力低の Warning しきい値 90[kPa] 0.1	–	10,000[kPa]
プロセス圧力高の Warning しきい値 110[kPa] 0.1	–	10,000[kPa]
プロセス温度低の Warning しきい値 0[℃ ] -273	–	3,000[℃ ]
プロセス温度高の Warning しきい値 100[℃ ] -273	–	3,000[℃ ]
ガス 1 濃度低の Warning しきい値 10[ppm] 0	–	1E6[ppm]
ガス 1 濃度高の Warning しきい値 900,000[ppm] 0	–	1E6[ppm]
ガス 2 濃度低の Warning しきい値 10[ppm] 0	–	1E6[ppm]
ガス 2 濃度高の Warning しきい値 900,000[ppm] 0	–	1E6[ppm]
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● アナログ出力
パラメータ 初期値 ユーザ指定 最小値 – 最大値

出力アイテム 濃度 1 〇 画面より選択
測定値 (4mA 出力 ) 濃度 0[ppm] 〇 -1E7	–	1E7[ppm]	

透過率 0[%] -1E7	–	1E7[%]
温度 0[℃ ] -1E7	–	1E7[℃ ]
圧力 0[kPa] -1E4	–	1E4[kPa]

測定値 (20mA 出力 ) 濃度 100[ppm] 〇 -1E7	–	1E7[ppm]	
透過率 100[%] -1E7	–	1E7[%]
温度 100[℃ ] -1E7	–	1E7[℃ ]
圧力 0.1[kPa] -1E4	–	1E4[kPa]

Warning 中のホールドモード 非ホールド 画面より選択
Warning 中のプリセット値 3.0[mA] 3.0	–	21.6[mA]
Warning 中のプリセット遅延 0 0	–	5
Fault 中のホールドモード プリセット 画面より選択
Fault 中のプリセット値 3.0[mA] 3.0	–	21.6[mA]
Fault 中のプリセット遅延 0 0	–	5
Cal/Val 中のホールドモード プリセット 画面より選択
Cal/Val 中のプリセット値 3.8[mA] 3.8	–	20.5[mA]
メンテナンス中のホールドモード プリセット 画面より選択
メンテナンス中のプリセット値 3.8[mA] 3.8	–	20.5[mA]
暖機中のホールドモード プリセット 画面より選択
暖機中のプリセット値 3.8[mA] 3.8	–	20.5[mA]

● 接点出力
パラメータ 初期値 最小値 – 最大値

Warning または Fault 発生時の出力遅延数 0 0	–	100
出力項目 全選択 画面より選択

● 接点入力
パラメータ 初期値 最小値 – 最大値

フィルタ時間 0.5[s] 画面より選択
モード 無効 画面より選択

● バルブ
パラメータ 初期値 最小値 – 最大値

バルブ用途 校正・バリデーション 画面より選択
初期流路 流路 1 画面より選択
切替先 無効 画面より選択
持続時間 60[min] 1	–	1,440[min]

● ループチェック
パラメータ 初期値 最小値 – 最大値

自動解除時間 30[min] 画面より選択
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● システム
パラメータ 初期値 ユーザ指定 最小値 – 最大値

平均回数 1 1	–	32(*1)
分析計タグ Blank 〇 ASCII	32 文字
分析計 IP アドレス 192.168.1.10 IPv4	アドレス
サブネットマスク 255.255.255.0 IPv4	アドレス
デフォルトゲートウェイ 192.168.1.254 IPv4	アドレス
HMI ユーザパスワード 1234 ASCII	8 文字
LCD スペクトラム表示モード Hide 画面より選択
LCD バックライト輝度 10 0	–	10
LCD コントラスト 5 0	–	10
LED 輝度 10 0	–	10
Safety モード 無効 画面より選択

*1：	 最大値は測定対象ガス（アプリケーション）によって異なります。通常は 16 です。

● HARTパラメータ
パラメータ 初期値 最小値 – 最大値

HART アドレス 0 0	–	63
ループカレントモード Enable 画面より選択
Write	protect	password All	space ASCII	8 文字
Short	tag All	space 8 文字 (*1)
TV	item Temperature 画面より選択
QV	item Transmission 画面より選択
Response	preamble	number 5 5	–	20
Memo	1/	Memo	2/	Memo	3 All	space ASCII	32 文字
Message All	space 32 文字 (*1)
Descriptor All	space 16 文字 (*1)
Trim	Who/Trim	Desc/Trim	Loc All	space ASCII	16 文字
Date/Trim	date 1900/01/01 1900/01/01	–	

2155/12/31
Configuration	locked	status	mask Off 画面より選択

*1：	 英大文字・数字・記号を入力可能です。

● ゼロ校正
パラメータ 初期値 最小値 – 最大値

自動実行 無効 画面より選択
自動開始周期 ( 日 ) 0	(= 無効 ) 0	–	999
自動開始周期 ( 時 ) 0	(= 無効 ) 0	–	23
自動開始日時 2010/01/01	00:00:00 2010/01/01	00:00	–	

2068/01/18	13:14
校正ガスパージ時間 600[s] 0	–	10,000[s]
プロセスガスパージ時間 600[s] 0	–	10,000[s]
手動実行時バルブ連動 無効 画面より選択
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● スパン校正
パラメータ 初期値 最小値 – 最大値

圧力モード プロセス設定 画面より選択
温度モード プロセス設定 画面より選択
光路長モード プロセス設定 画面より選択
圧力固定値 101.325[kPa] 0.1	–	10,000[kPa]
温度固定値 25[℃ ] -273	–	3,000[℃ ]
光路長固定値 0.66[m] 0.01	–	100[m]
ガス 1 濃度 219,000[ppm] 0	–	1E6[ppm](*1)
ガス 2 濃度 219,000[ppm] 0	–	1E6[ppm](*1)
ガス種別 ガス 1 画面より選択
自動実行 無効 画面より選択
自動開始周期 ( 日 ) 0	(= 無効 ) 0	–	999
自動開始周期 ( 時 ) 0	(= 無効 ) 0	–	23
自動開始日時 2010/01/01	00:00:00 2010/01/01	00:00	–	

2068/01/18	13:14
校正ガスパージ時間 600[s] 0	–	10,000[s]
プロセスガスパージ時間 600[s] 0	–	10,000[s]
手動実行時バルブ連動 無効 画面より選択

*1：	 0 は不許可

● ゼロ+スパン校正
パラメータ 初期値 最小値 – 最大値

自動実行 無効 画面より選択
自動開始周期 ( 日 ) 0	(= 無効 ) 0	–	999
自動開始周期 ( 時 ) 0	(= 無効 ) 0	–	23
自動開始日時 2010/01/01	00:00:00 2010/01/01	00:00	–	

2068/01/18	13:14

● オフラインバリデーション(*1)
パラメータ 初期値 最小値 – 最大値

オフラインバリデーション 1 圧力モード プロセス設定 画面より選択
オフラインバリデーション 1 温度モード プロセス設定 画面より選択
オフラインバリデーション 1 光路長モード プロセス設定 画面より選択
オフラインバリデーション 1 圧力固定値 101.325[kPa] 0.1	–	10,000[kPa]
オフラインバリデーション 1 温度固定値 25[℃ ] -273	–	3,000[℃ ]
オフラインバリデーション 1 光路長固定値 0.66[m] 0.01	–	100[m]
オフラインバリデーション 1 ガス 1 濃度 200,000[ppm] 0	–	1E6[ppm](*2)
オフラインバリデーション 1 ガス 2 濃度 200,000[ppm] 0	–	1E6[ppm](*2)
オフラインバリデーション 1 ガス種別 ガス 1 画面より選択
オフラインバリデーション 1 自動実行 無効 画面より選択
オフラインバリデーション 1 自動開始周期 ( 日 ) 0	(= 無効 ) 0	–	999
オフラインバリデーション 1 自動開始周期 ( 時 ) 0	(= 無効 ) 0	–	23
オフラインバリデーション 1 自動開始日時 2010/01/01	00:00:00 2010/01/01	00:00	–	

2068/01/18	13:14
オフラインバリデーション 1Val ガスパージ時間 600[s] 0	–	10,000[s]
オフラインバリデーション 1 プロセスガスパージ時間 600[s] 0	–	10,000[s]
オフラインバリデーション 1 手動実行時バルブ連動 無効 画面より選択
オフラインバリデーション 1+2 自動実行 無効 画面より選択
オフラインバリデーション 1+2 自動開始周期 ( 日 ) 0	(= 無効 ) 0	–	999
オフラインバリデーション 1+2 自動開始周期 ( 時 ) 0	(= 無効 ) 0	–	23
オフラインバリデーション 1+2 自動開始日時 2010/01/01	00:00:00 2010/01/01	00:00	–	

2068/01/18	13:14
*1：	 " オフラインバリデーション 2" 関連パラメータの初期値は、" オフラインバリデーション 1" と同じです。
*2：	 0 は不許可
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● オンラインバリデーション(*1)
パラメータ 初期値 最小値 – 最大値

オンラインバリデーション 1	温度モード 周囲温度 画面より選択
オンラインバリデーション 1	温度オフセット値 -2.2[℃ ] -100	–	100[℃ ]
オンラインバリデーション 1	圧力値 101.325[kPa] 0.1	–	10,000[kPa]
オンラインバリデーション 1	温度固定値 25[℃ ] -273	–	3,000[℃ ]
オンラインバリデーション 1	光路長 0.1020[m] 0.01	–	10[m]
オンラインバリデーション 1	ガス 1 濃度値 200,000[ppm] -1E6	–	1E6[ppm]
オンラインバリデーション 1	ガス 2 濃度値 200,000[ppm] -1E6	–	1E6[ppm]
オンラインバリデーション 1	ガス種別 ガス 1 画面より選択
オンラインバリデーション 1 自動実行 無効 画面より選択
オンラインバリデーション 1 自動開始周期 ( 日 ) 0	(= 無効 ) 0	–	999
オンラインバリデーション 1 自動開始周期 ( 時 ) 0	(= 無効 ) 0	–	23
オンラインバリデーション 1 自動開始日時 2010/01/01	00:00:00 2010/01/01	00:00	–	

2068/01/18	13:14
オンラインバリデーション 1	Val ガスパージ時間 600[s] 0	–	10,000[s]
オンラインバリデーション 1 通常ガスパージ時間 600[s] 0	–	10,000[s]
オンラインバリデーション 1 手動実行時バルブ連動 無効 画面より選択
オンラインバリデーション 1 濃度指示値モード プロセス＋ Val 画面より選択
オンラインバリデーション 1 濃度指示値スケール 1.0 -9.9	–	9.9

*1：	 " オンラインバリデーション 2" 関連パラメータの初期値は、" オンラインバリデーション 1" と同じです。

● 濃度オフセット
パラメータ 初期値 最小値 – 最大値

ガス 1 濃度オフセット 0[ppm] -1E6	–	1E6[ppm]
ガス 2 濃度オフセット 0[ppm] -1E6	–	1E6[ppm]
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7. HART通信
HART 通信経由で以下の機能を実行できます。
・	 濃度・透過率・プロセス圧力・プロセス温度の確認
・	 アラーム状態の確認
・	 パラメータの設定
・	 校正・バリデーションの実行
・	 ループチェックの実行
・	 アラーム・校正履歴の確認

本章では、HART 通信特有の事項について説明します。

7.1 接続
HART 設定ツールを TDLS8100 に接続する方法については、「5.1	HART 設定ツールの接続」
を参照してください。

7.2 メニューツリー構成
本節では DD のメニューツリー全体の階層構成を記載します。メニュー内のパラメータを
含む全体図は「付録 2	HART	DD の全体図」を参照してください。

7.2.1 DDメニュー
ルートメニュー ( 最上位のメニュー ) は以下のとおりです。

ルートメニュー 内容
Process	variables PV-QV や測定値の最新値を表示
Diagnosis/Service アラーム・履歴確認、校正・バリデーション・ループチェックの実行
Basic	setup PV-QV の項目割り当て、出力レンジの設定
Detailed	setup TDLS8100 固有パラメータの設定
Review 測定値、I/O 値、製造情報の表示

第二階層以降のメニューを次に記載します。
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• Process variables

• Diagnosis/Service

• Basic setup

• Detailed setup

• Review

ルートメニュー
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• Process variables

• Diagnosis/Service

• Basic setup

• Detailed setup

• Review

ルートメニュー
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7.2.2 DTMメニュー（FieldMate）
当社の PC 上の HART 設定ツールである FieldMate で表示されるメニューは、DD メニュー
と構成が一部異なります。
FieldMate のルートメニュー（最上位のメニュー）は、下図の "DTM	Menu(Online)" であり、
その下に、DD メニューで表示される 5 個のサブメニュー（7.2.1 項参照）が配置されます。
5 個のサブメニュー以下の構造は DD のメニューと同一です。

• Device
 Configuration

DTM Menu(Online)

• Diagnostic

• Process Variable

• Device setup • Basic setup
• Detailed setup
• Review

• Diagnostic/Service

• Process variable

• Maintenance • Maintenance (*1)

*1：	 "Diagnostic/Service" メニューのうち、校正・バリデーション・ループチェックの実行メニューが配置さ
れます。

7.3 ライトプロテクト
HART 通信経由でのライトプロテクト（書き込み保護）は、二重保護の構造となっていま
す。ハードウェアスイッチによるプロテクトと、ソフトウェア認証によるプロテクトの 2
つがあり、両者のプロテクトが共に解除されると、TDLS8100 に対して書き込みを実行で
きます。

現在のライトプロテクト状態は、以下のいずれかのメニューで表示される "Write	protect"
パラメータの「Yes/No」の値で確認できます。
・	 "Review>>Field	device	info"
・	 "Detailed	setup>>Field	device	info>>Write	protect	menu"

7.3.1 ハードウェア・ライトプロテクト
アナライザ部のスイッチを ON 側にすることで、ライトプロテクトが有効になります。出
荷時設定は OFF です。
スイッチ位置 書き込み禁止

OFF 無効
ON 有効

HART WP
OFF

ON
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7.3.2 ソフトウェア・ライトプロテクト
パスワード（英数 8 文字）を設定することで、ライトプロテクトが有効になります。
パスワードの設定・変更は、「New	password」画面で行います。
パスワードが設定されているとき、「Enable	write	10min」画面にパスワードを入力する
ことで、10 分間だけプロテクトが解除されます。プロテクト解除中に TDLS8100 へ書き
込みを実行すると、解除時間がその時点から 10 分後へ延長されます。したがって、最後
に書き込みを実行してから 10 分後にプロテクトが有効に戻ります。
ソフトウェア・ライトプロテクトを無期限に無効にするには、「New	password」画面で
スペースを8文字入力します。出荷時設定は全てスペースのため、プロテクトは無効です。

● パスワードを設定する方法
例として、パスワードを "12345678" に設定する方法を説明します。
(1)	 "Detailed	setup>>Field	device	info>>Write	protect	menu" に移動します。下図が表示

されます。"New	password" を選択します。

 
(2)	 下図のように "12345678" を入力して「ENTER」を押します。

 
(3)	 "12345678" が入力されていることを確認して、30 秒以内に「ENTER」を押します。
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(4)	 新しいパスワードが設定されると、下図が表示されるので「OK」を押します。

 

注記
TDLS8100 が以下の状態にあるとき、上記のライトプロテクトが解除されていても、
HART 通信経由で書き込みはできません。
・	 YH8000 からメンテナンス用パスワードを入力し、設定変更が有効になっている間（メ

ンテナンス中）
・	 校正・バリデーションを実行中

● プロテクト認証を10分間解除する方法
(1)	 "Detailed	setup>>Field	device	info>>Write	protect	menu" に移動します。下図が表示

されます。"Enable	write	10min" を選択します。

 
(2)	 下図のように "12345678" を入力して「ENTER」を押します。
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(3)	 認証が成功すると下図が表示されるので「OK」を押します。続いて表示される画面
でも「OK」を押して終了します。

 

7.3.3 Device Configuration Locked
TDLS8100 をライトプロテクト状態にすると、HART 通信で標準定義されている「Device	
Configuration	Locked」ステータスが発生します。これにより、ホストによっては、
TDLS8100 が正常でない状態になったと認識します。例えば Field	Communicator 上では、
ポップアップ画面による確認通知が出ます。
この現象を回避する手段として、TDLS8100 では「Device	Configuration	Locked」ステー
タスをマスクできます。このマスク設定を「On」にすると、ライトプロテクト状態でも

「Device	Configuration	Locked」ステータスは発生しません。初期値は「Off」であり、設
定した値は電源 OFF 後も保持されます。

メニュー：	 "Diagnosis/Service>>Test/Status>>Status	mask>>Dev	cfg	locked	mask"

7.4 アラーム定義(Status group)
HART 通信上での機器固有アラームおよびステータスの定義について説明します。

HART 設定ツール上では、機器固有アラームおよびステータス情報は、最大 8 個単位のグ
ループで括られます。このグループは「Status	group	#」と定義されます。また、アラー
ムについては、アラームの文字列に続いて括弧付で "AL- アラーム番号 " の書式で表示さ
れます。各グループに属する情報を以下に記します。

表示メニュー：	 "Diagnosis/Service>>Test/Status>>View	status"
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グループ 状態名 属性 説明
Group	1 Transmission	Low	(AL-01) Warning *1

Pressure	Low	(AL-02)
Pressure	High	(AL-03)
Temperature	Low	(AL-04)
Temperature	High	(AL-05)
Conc	Gas1	Low	(AL-06)
Conc	Gas1	High	(AL-07)
Conc	Gas2	Low	(AL-08)

Group	2 Conc	Gas2	High	(AL-09)
LU	Temp	Low	(AL-10)
LU	Temp	High	(AL-11)
SCU	Temp	Low	(AL-12)
SCU	Temp	High	(AL-13)
Validation	Required	(AL-14)
Validation	Error	(AL-15)
Zero	Cal	Error	(AL-16)

Group	3 Span	Cal	Error	(AL-17)
Non	Process	Alarm	(AL-19)
AI-1	(Pres)	Low	(AL-20)
AI-1	(Pres)	High	(AL-21)
AI-2	(Temp)	Low	(AL-22)
AI-2	(Temp)	High	(AL-23)
External	Alarm	(AL-24)

Group	4 Clock	Adj	Required	(AL-25)
Setting	File	Error	(AL-26)
Calib	File	Error	(AL-27)

Group	6 Laser	Md	Temp	Low	(AL-45) Fault *2
Laser	Md	Temp	High	(AL-46)
Laser	Temp	Low	(AL-47)
Laser	Temp	High	(AL-48)

Group	7 Detect	Signal	High	(AL-49) Warning *1
Peak	Center	OOR	(AL-50) Fault *2
Ref	Peak	Height	Low	(AL-51)
Absorption	High	(AL-52) Warning *1
Transmission	Lost	(AL-53) Fault *2
Ref	Trans	Low	(AL-54)
R	Peak	Height	High	(AL-55)
Outlier	Reject	Lmt	(AL-56) Warning *1

Group	8 Laser	Unit	Fail	(AL-57) Fault *2
Inter	Comm	Fail	(AL-58)
Laser	Module	Error	(AL-59)
File	Access	Error	(AL-60)
EEPROM	Error	(AL-61)
LU	Connect	Error	(AL-62)
FPGA	Failure	(AL-63)
Program	Error	(AL-64)

Group	9 Warm-up ステータス 暖機中
Maintenance	mode メンテナンス中

Group	10 Zero	Cal ゼロ校正を実行中
Span	Cal スパン校正を実行中
Offline	Val オフラインバリデーションを実行中
Online	Val オンラインバリデーションを実行中
AI-1	(Pres)	Cal AI-1（圧力入力）校正を実行中
AI-2	(Temp)	Cal AI-2（温度入力）校正を実行中

*1：	「10.2	 Warning が発生した時の表示と処置」を参照してください。
*2：	「10.1	 Fault が発生した時の表示と処置」を参照してください。
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7.5 HART通信特有の機能
HART 通信のみから実行できる、特有の機能について説明します。特有とは、HART 通信
で規定された専用機能と、TDLS8100 が HART 通信向けに独自に搭載した機能を含みます。

7.5.1 マルチドロップモード
マルチドロップモードに設定した HART 通信機器は、1 本の HART 通信ラインに複数台の
機器を接続できます。同一通信ラインに接続される各機器が異なるアドレスを持つよう
に、"Poll	addr" を 0 ～ 63 のいずれかに設定してください。
また "Loop	current	mode" を「Disabled」に設定してください。このとき AO-1 出力は
4mA 固定になります。この場合バーンアウト出力も無効となります。ただし、アナログ
出力を受信する機器（アクチュエータ等）とマルチドロップ接続する場合は、1 つのルー
プに 1 台のみアナログ出力信号を利用できます。この場合は「Enabled」を設定してくだ
さい。

設定メニュー：	 "Detailed	setup>>System>>Communication>>HART	output"

7.5.2 Squawk
HART 通信で接続している TDLS8100 個体を特定するための機能です。TDLS8100 のディ
スプレイに下図のような「SQUAWK!!!」表示を出すことができます。

● Squawk実行方法
(1)	 "Diagnosis/Service>>Loop	check>>Squawk" を実行します。
(2)	 Squawk の動作を以下の選択肢から選びます。

選択肢名 動作
Off Squawk を停止します
On Squawk を開始します。

「Off」を選択されるか、電源 OFF されるまで表示し続けます。
Squawk	Once Squawk を 10 秒間実行します。

7.5.3 校正・バリデーションの中断
校正・バリデーションを HART 通信で実行している最中に設定ツールの接続が切れてし
まうと、再接続しても途中から続けることはできず、TDLS8100 は校正・バリデーション
実行中のままとなります。この場合は、本機能で一旦手動校正・バリデーションを中断
してから再度実行してください。なお、YH8000 から実行した校正・バリデーションにつ
いては、本機能から中断できません。

中断機能は、校正用・バリデーション用に分かれています。
校正用：	 "Diagnosis/Service>>Calibration>>Abort	calibration"
バリデーション用："Diagnosis/Service>>Validation>>Abort	validation"
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例として、手動スパン校正を中断する手順を記述します。
(1)	 スパン校正実行中に "Diagnosis/Service>>Calibration>>Abort	calibration"を実行しま

す。
(2)	 校正中断の警告画面で [OK] を押すと、下図が表示されます。
	 校正が実行されていない状態だと、ここでエラーメッセージが表示されます。
	 中断対象がスパン校正であることを確認して「Yes」を選択します。

 
(3)	 プロセスガス導入画面に遷移します。
	 自動バルブ制御が無効の場合は、バルブを手動操作してプロセスガスで校正セルを

パージします。プロセスガス濃度が安定したことを確認して [OK] を押します。

 
(4)	 下図が表示されて、スパン校正の中断が完了します。[OK] を押してメニューに戻り

ます。

 



Blank Page
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8. YH8000 HMIユニット
YH8000	HMIユニットはTDLS8000シリーズレーザガス分析計（以降、「分析計」と記します）
用のオプション HMI（Human	Machine	Interface	unit）です。本章では YH8000 の使用方
法を説明します。

注意
画面操作を行うときには、タッチパネルの表面を傷つけないために、先のとがったもの

（ボールペン、鉛筆など）、先の細いもの、硬いものなどを使用しないでください。
また、誤操作防止のため、表示の中心を押してください。
画面に強い荷重が加わると、傷や故障の原因になるため避けてください。

8.1 接続
YH8000	HMI ユニットから TDLS8100 プローブ形レーザガス分析計への接続方法について
は、「5.2	 YH8000 の接続」を参照してください。

8.2 ホーム画面
図 8.1 または図 8.2 のホーム画面が、YH8000 のメインの画面です。画面下部の を押す
とホーム画面に移行します。
YH8000 に分析計が接続されていない場合は、ホーム画面へは移れません。
複数の分析計が接続されている場合はオーバーオール表示を選択できます。オーバーオー
ル表示については「8.7.1	 オーバーオール表示」を参照してください。

図8.1 ホーム画面（接続中の分析計が1台の場合）
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図8.2 ホーム画面（接続中の分析計が3台の場合のオーバーオール表示）

8.2.1 ホーム画面の表示項目

日時 タグ名動作状態

濃度

透過率

濃度メータ

透過率メータ

プロセス温度
プロセス圧力

温度アイコン 圧力アイコン

画面下部のボタン

HART通信状態

図8.3 ホーム画面の表示項目

日時
	 分析計に設定されている日時が表示されます。
タグ
	 分析計のタグ名が表示されます。
	 オーバーオール表示の場合は「オーバオール」と表示されます。
動作状態
	 分析計の動作状態が表示されます。

表示 意味
測定中 測定中（通常動作中）
暖機中 暖機中
メンテナンス中 メンテナンス中
ゼロ校正中 ゼロ校正中
スパン校正中 スパン校正中
オフライン Val 中 オフラインバリデーション中
オンライン Val 中 オンラインバリデーション中
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HART通信中状態
	 HART コマンドを受信した際に、アイコンが表示されます。
濃度
	 濃度値が表示されます。
	 以下のアラームが発生している場合は、濃度が正常に算出できないため「***」と表

示されます。
アラーム番号 アラーム名

49 受光信号レベル高
50 吸収ピーク位置範囲外
52 吸収信号レベル高
53 透過率喪失
56 受光信号レベル異常

濃度メータ
	 濃度をメータで表示します。

 

異常範囲（白）正常領域（灰色）

右端値（Max）

異常範囲（白）

左端値（Min）

	 白色の領域は濃度上下限警報の範囲外を示します。濃度上下限警報については「6.6	
プロセスアラーム設定」を参照してください。メータの表示範囲の設定方法は

「8.2.3	 メータレンジの設定」を参照してください。
透過率
	 レーザ光透過率を表示します。
透過率メータ
	 透過率をメータで表示します。

 

正常領域（灰色）

右端値（Max）

異常範囲（白）

左端値（Min）

	 白色の領域は透過率下限警報の範囲外を示します。透過率下限警報については「6.6	
プロセスアラーム設定」を参照してください。表示範囲は 0 ～ 100% 固定で変更で
きません。

プロセス温度/プロセス圧力
	 プロセス温度 / プロセス圧力を表示します。
温度アイコン/圧力アイコン
	 プロセス温度 / プロセス圧力の入力モードを示します。
	 ：固定値
	 ：非固定値



IM 11Y01D02-01JA

8-4	 	 ＜ 8.		YH8000	HMI ユニット＞

9th Edition : 2023.01.31-00

画面下部のボタン
	 画面を選択します。

ボタン ボタン名称 説明

ホームボタン ホーム画面を表示します

トレンド表示ボ
タン

トレンド画面を表示します。複数の TDLS8100 の測定
値トレンドを同一画面で確認できます。

アラーム情報ボ
タン TDLS8100 のアラーム画面を表示します。

設定情報表示ボ
タン

TDLS8100 の現在設定値を確認できます。また、I/O 値
やアラーム履歴等を表示します。

設定ボタン TDLS8100 の設定や校正等の実行、あるいは YH8000 の
接続先や IP 設定等を変更できます。

8.2.2 スタイルの選択
ホーム画面の表示スタイルは「Bar メータ」と「Arc メータ」の 2 種類があります。お好
みに合わせて選択してください。出荷時設定は「Bar メータ」です。

 
図8.4 Barメータスタイル   Arcメータスタイル

設定メニューの場所：

	 " >>HMI>> 画面設定 >> ホーム画面スタイル "

8.2.3 メータレンジの設定
濃度メータの表示範囲は設定することができます。設定可能範囲と初期値は下表のとお
りです。

設定下限 設定上限 初期値

左端値 (Min) 0%
0ppm 右端値 0%

0ppm

右端値 (Max) 左端値 100%
1000000ppm

100%
10000ppm

設定メニューの場所：

	 " >>HMI>> 画面設定 >> メータレンジ "

注記
メータの表示範囲を変更しても分析計のアナログ出力レンジは変わりません。
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8.2.4 アラーム発生時のインジケータ
TDLS8100 にアラームが発生している場合は、画面上部のタグ名の左側と、画面下部の

の右側にアラームアイコンが表示されます。また、発生中のアラームに関係する領域
が枠線で囲われます。
これらのアラームインジケータは、アラーム画面を開いて内容を確認するまでは点滅し
ます。また、新たなアラームが発生すると点滅します。アラームが無くなるとアラーム
アイコンの表示は無くなります。
アラームアイコンには Fault（自己診断機能によって監視している各種診断情報が、明ら
かに異常値になり、正しく濃度演算ができなくなった場合に発生するアラーム）を示す
赤いアイコンと Warning（自己診断機能によって監視している各種診断情報が、正常範
囲から外れた場合に発生するアラーム）を示す黄色いアイコンがあります。
アラームアイコンの種類

アイコン 色 意味
赤 Fault
黄 Warning

タグ名左横のアラームアイコン

濃度アラームインジケータ

透過率アラームインジケータ

温度アラームインジケータ

圧力アラームインジケータ

アラームボタン右横のアラームアイコン

図8.5 アラーム発生時のインジケータ

タグ名左横のアラームアイコン
	 その TDLS8000 シリーズでアラームが発生していることを示します。
アラームボタン右横のアラームアイコン。
	 接続中の TDLS8000 シリーズでアラームが発生していることを示します。
濃度アラーム発生中インジケータ
	 以下のアラームのいずれかが発生していることを示します。

アラーム番号 アラーム名
6 ガス 1 濃度低
7 ガス 1 濃度高
8 ガス 2 濃度低
9 ガス 2 濃度高
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透過率アラーム発生中インジケータ
	 以下のアラームのいずれかが発生していることを示します。

アラーム番号 アラーム名
1 透過率低
53 透過率喪失

温度アラーム発生中インジケータ
	 以下のアラームのいずれかが発生していることを示します。

アラーム番号 アラーム名
4 プロセス温度低
5 プロセス温度高

圧力アラーム発生中インジケータ
	 以下のアラームのいずれかが発生していることを示します。

アラーム番号 アラーム名
2 プロセス圧力低
3 プロセス圧力高

8.3 トレンド画面
画面下部の を押すとトレンド画面に移行します。トレンド画面では濃度、透過率、プ
ロセス温度、プロセス圧力等から 4 つのアイテムのトレンド波形を表示します。
TDLS8100 が 1 台も接続されていない場合はトレンド画面へは移行できません。

8.3.1 トレンド画面の表示項目

アイテム名

設定ボタン

現在値

更新停止ボタン

図8.6 トレンド画面

アイテム名
	 表示中のトレンド波形のアイテムを表示します。
	 複数の TDLS8100 が接続されている場合は、以下のようにアイテム名の先頭に分析計

番号が付きます。
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現在値
	 表示中のアイテムの現在値が表示されます。
設定ボタン
	 を押すとトレンドの設定画面に移行します。
更新停止ボタン
	 を押すとトレンド波形の更新を停止します。再度押すと更新を再開します。

	 	 更新中　⇔　 停止中

8.3.2 表示アイテムの選択
トレンド画面の を押してトレンド設定画面を表示します。

分析計番号選択

表示アイテム選択

トレンド番号選択

図8.7 トレンド設定画面

(1)	 変更するトレンド番号を選択します。
(2)	 分析計番号を選択します。（2 台以上 TDLS8000 シリーズが接続されている場合）
(3)	 表示アイテムを選択します。

トレンド波形には下表の表示アイテムを選択することができます。
トレンド表示アイテム

選択肢 説明
ガス 1 濃度 第 1 成分ガス濃度
ガス 1 標準偏差 第 1 成分ガス濃度の標準偏差
ガス 2 濃度 第 2 成分ガス濃度（2 成分計の場合のみ選択可能）
ガス 2 標準偏差 第2成分ガス濃度の標準偏差（2成分計の場合のみ選択可能）
透過率 透過率
プロセス温度 プロセス温度
圧力 プロセス圧力
なし 何も表示しない

出荷時設定は下表のようになっています。
出荷時の表示アイテム

トレンド番号 説明
トレンド 1 ガス 1 濃度
トレンド 2 透過率
トレンド 3 プロセス温度
トレンド 4 圧力
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8.3.3 表示時間の設定
トレンド画面の を押してトレンド設定画面を表示します。

表示時間幅の選択

時間軸設定画面
の選択

図8.8 トレンド時間軸設定画面

(1)	 時間軸設定画面に切り替えます。
(2)	 表示時間幅を選択します。

トレンドグラフの表示時間幅は下表から選択することができます。
トレンド表示アイテム

選択肢 説明
1 分 1 分
3 分 3 分
5 分 5 分
10 分 10 分
30 分 30 分
1 時間 1 時間
3 時間 3 時間
6 時間 6 時間
12 時間 12 時間

出荷時設定は 30 分です。
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8.3.4 縦軸スケールの設定
トレンド画面の を押してトレンド設定画面を表示します。

縦軸スケール設定

縦軸スケール
自動調整実行

トレンド番号選択

図8.9 トレンド設定画面

(1)	 変更するトレンド番号を選択します。
(2)	 [ 自動スケール ] ボタンを押すと、その時の最適値が自動的に設定されます。
(3)	 手動で設定する場合は上側スケールおよび下側スケールを設定します。

8.4 アラーム画面
画面下部の を押すとアラーム画面に移行します。アラーム画面は発生中のアラーム
の一覧を表示します。アラームの意味と対処方法については「10.	トラブルシューティン
グ」を参照してください。

注記
YH8000 に複数の分析計が接続されている場合は、 を押すと、最初に分析計選択画面
が表示されます。そこで、対象の分析計を選択して [OK] を押すと選択した分析計のアラー
ム画面が表示されます。
詳しくは「8.7.2	 選択画面」を参照してください。

アラームアイコン リストの行番号 アラーム番号 アラームの内容 詳細番号

1ページスクロールアップ

1行スクロールアップ

1行スクロールダウン

1ページスクロールダウン

図8.10 アラーム画面
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注記
「詳細番号」はアラームの詳細内容を示す番号です。当社サービスがトラブルシューティ
ングに使用するものです。

8.5 情報画面
情報画面では分析計の様々な情報を確認することができます。
画面下部の を押すと情報画面に移行します。

注記

YH8000 に複数の分析計が接続されている場合は、 を押すと、まず、分析計選択画面
が表示されます。そこで、対象の分析計を選択して [OK] を押すと選択した分析計の情報
画面が表示されます。
詳しくは「8.7.2	 選択画面」を参照してください。

図8.11 情報画面



IM 11Y01D02-01JA

8-11	 	 ＜ 8.		YH8000	HMI ユニット＞

9th Edition : 2023.01.31-00

8.5.1 I/O一覧画面
I/O 一覧画面では電流入出力、接点入出力、バルブ制御用電源出力、アナライザ内部温度 ( ユ
ニット温度 ) の状態を表示します。 情報画面で [I/O] ボタンを押すと I/O 一覧画面に移
行します。

図8.12 I/O一覧

8.5.2 設定確認画面
設定確認画面では分析計の設定を確認できます。 情報画面で [ 設定 ] ボタンを押すと
下位のメニューが表示されます。メニューツリーについては「付録 3	 YH8000 の メ
ニューツリー」の [ 設定 ] 以下を参照してください。

図8.13 設定確認画面

注記
設定確認画面から設定を変更することはできません。設定を変更する場合は「8.6	 設定画
面」で行う必要があります。
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8.5.3 システム情報画面
システム情報画面では TDLS8000 シリーズのタグ名、シリアル番号、IP アドレス、MAC
アドレス、HART デバイス ID、ソフトウェアのバージョン、分析周期、レーザモジュール
のシリアル番号を表示します。 情報画面で [System	Information] ボタンを押すとシス
テム情報画面へ移行します。

図8.14 システム情報画面

8.5.4 スペクトラム画面
スペクトラム画面では測定中のスペクトラムを表示します。 情報画面で [ スペクトラ
ム ] ボタンを押すとスペクトラム画面へ移行します。

測定吸収スペクトラム

受光信号

リファレンスセル
受光信号

リファレンスセル
吸収スペクトラム

スペクトラムキャプチャ

図8.15 スペクトラム画面

受光信号
	 測定ガス側の受光信号を表示します。
測定吸収スペクトラム
	 測定ガスの吸収スペクトラムを表示します。
リファレンスセル受光信号
	 リファレンスセルの受光信号を表示します。リファレンスセルが有効な分析計のみ

表示可能です。
リファレンスセル吸収スペクトラム
	 リファレンスセルの吸収スペクトラムを表示します。リファレンスセルが有効な分

析計のみ表示可能です。
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スペクトラムキャプチャ
	 スペクトラム波形データを分析計内部のストレージへ記憶します。通常は操作しな

いでください。当社サービスから依頼があった場合のみ操作してください。

注記
スペクトラム画面はサービスがトラブルシューティングに用いるための画面です。状況
に応じてお客さまに確認をお願いする場合があります。その場合は当社サービスの指示
にしたがって操作してください。

8.5.5 アラーム履歴画面
アラーム履歴画面は過去に発生したアラームとメッセージを確認できます。 情報画面
で [ ログブック ] ボタンを押し、続けて [ アラーム履歴 ] ボタンを押すとアラーム履歴画
面に移行します。
YH8000 で確認できる履歴の最大件数は、最新の 99 件です。アラームの内容については

「10.	 トラブルシューティング」を参照してください。メッセージの内容については
「9.1.2	 プロセス窓清掃」を参照してください。

アラームアイコン
リストの行番号 アラーム番号

タイムスタンプ
アラームの内容状態

詳細番号

1ページスクロールアップ

1行スクロールアップ

1行スクロールダウン

1ページスクロールダウン

図8.16 アラーム履歴画面

アラームアイコン
	 メッセージの場合は何も表示されません。アラーム発生中は明るく表示され、解除

されると暗い表示に変わります。
状態
	 アラーム発生時は "On"、解除時は "Off" と表示されます。
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8.5.6 Cal/Val履歴画面
Cal/Val 履歴画面は過去に実行した校正・バリデーションの結果を確認できます。 情報
画面で [ ログブック ] ボタンを押し、続けて [ 校正・バリデーション履歴 ] ボタンを押す
と Cal/Val 履歴画面に移行します。
YH8000 で確認できる履歴の最大件数は、最新の 99 件です。

リストの行番号 タイムスタンプ 結果Cal/Val種別

1ページスクロールアップ

1行スクロールアップ

1行スクロールダウン

1ページスクロールダウン

図8.17 Cal/Val履歴画面

結果の欄には Cal/Val 種別により下表の内容が表示されます。
Cal/Val履歴の表示内容

Cal/Val種別 結果
手動ゼロ校正
自動ゼロ校正

成功時：OK
失敗時：エラー（Error）(Max	Absorption=< 最大吸収量 >)

手動スパン校正
自動スパン校正

成功時：OK
失敗時：エラー（Error）

( 濃度（Conc）=< 校正ガス濃度 > 係数（Coef）
=< 校正後の校正係数 >)

手動オフバリデー
自動オフバリデー
手動オンバリデー
自動オンバリデー

合格時：成功（Pass）
不合格時：失敗（Fail）( 期待値 =< 期待濃度 > 結果 =< 実際濃度 >)

透過率 透過率（Trans）=< 校正後の透過率 >

ゼロ校正値復元 出荷時設定に復元時：出荷時設定（By	Factory	data）
前回値に復元時：前回値設定（By	Previous	data）

スパン校正値復元 出荷時設定に復元時：出荷時設定（By	Factory	data）
前回値に復元時：前回値設定（By	Previous	data）
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8.6 設定画面
設定画面では分析計および YH8000 の設定変更を行います。

画面下部の を押すと設定対象選択画面へ移行します。

HMIを選択

アラームアイコン

タグ名

図8.18 設定対象選択画面（接続中の分析計が1台の場合）

タグ名
	 各分析計に設定されたタグ名が表示されます。タグ名が設定されていない場合は分

析計のシリアル番号が表示されます。
アラームアイコン
	 各分析計にアラームが発生している場合はアラームアイコンが表示されます。

Warning と Fault の両方が発生している場合は Fault のアイコン が表示されま
す。

HMIを選択
	 YH8000 の設定画面に移行する場合は、選択肢 [HMI] を選択します。

8.6.1 分析計の設定画面
設定対象選択画面で分析計を選択し、[OK] ボタンを押すと、パスワード入力画面が表示
されます。

図8.19 パスワード入力画面
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パスワード入力画面でパスワードを入力し、 を押すと、分析計の設定画面が表示され
ます。

設定メニュー

実行メニュー

図8.20 分析計の設定画面

実行メニュー
	 校正、バリデーション、ループチェック等の実行操作画面は本メニュー以下にあり

ます。
設定メニュー
	 各種設定は本メニュー以下にあります。

分析計の設定画面はメニューツリー形式になっています。
・	 メニュー構成については「付録 3	YH8000 のメニューツリー」を参照してください。
・	 各種設定の詳細は「6.	設定」を参照してください。
・	 校正とバリデーションについては「9.	点検および保守」を参照してください。
・	 ループチェックについては「5.4	ループチェック（模擬出力）」を参照してください。

注記
分析計の状態について
分析計の設定画面に移行すると、分析計の状態は「メンテナンス中」になります。メン
テナンス中は他の YH8000 や HART からの設定操作はできません。画面下部のいずれかの
ボタンを押すことで分析計の設定画面から抜けることができます。設定画面から抜ける
とメンテナンス中が解除されます。メンテナンス中に分析計との接続が切れた際も、メ
ンテナンス中が解除されます。

注記
パスワードについて
分析計の設定画面へ移行するためのパスワードの出荷時設定は「1234」です。パスワー
ドは以下の設定画面で変更することができます。

	 " >>[ 分析計 ]>> 設定 >> システム >> パスワード "
パスワードに設定できるのは 1 文字以上 8 文字以下の任意の文字列です。
変更後のパスワードはお客さまご自身で管理してください。
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注記
パスワードを忘れた場合
万が一パスワードを忘れた場合は最寄りの当社サービスにご連絡ください。
HART 設定ツールをご利用可能な場合は User	info の初期化を行うことでパスワードを出
荷時設定に戻すことができます。ただし、パスワード以外にも初期化される設定値があ
ります。詳しくは「6.10.1	初期化手順」を参照してください。

8.6.2 YH8000の設定画面
設定対象選択画面で [HMI] を選択して [OK] ボタンを押すと YH8000 の設定画面が表示さ
れます。また、分析計が 1 台も接続されていない場合は YH8000 の設定画面のみ表示さ
れます。

画面設定メニュー

分析計接続メニュー

IPアドレス設定メニュー

言語設定メニュー

HMIの情報画面

図8.21 YH8000（HMI）の設定画面

分析計接続メニュー
	 分析計選択画面へ移行します。詳細は「5.2.3	 TDLS8100 との接続」を参照してくだ

さい。
画面設定メニュー
	 ホーム画面の表示スタイル、メータレンジ、バックライトの設定画面へ移行します。

表示スタイルについては「8.2.2	 スタイルの選択」を参照してください。メータレン
ジについては「8.2.3	 メータレンジの設定」を参照してください。バックライトの設
定については「8.6.3	 YH8000 のバックライト設定」を参照してください。

IPアドレス設定メニュー
	 YH8000 の IP アドレスの設定画面へ移行します。詳細は「5.2.2	 IP アドレスの設定」

を参照してください。
言語設定メニュー
	 YH8000 の表示言語を設定します。
HMIの情報画面
	 YH8000 の IP アドレス、MAC アドレス、ソフトウェアのバージョンを表示します。
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8.6.3 YH8000のバックライト設定
ここでは YH8000 のバックライトの輝度と自動オフ機能の設定方法を説明します。

設定メニューの場所：

	 " >>HMI>> 画面設定 >> バックライト "

自動オフ設定

輝度設定

図8.22 YH8000のバックライト設定画面

輝度設定
	 バックライトの輝度は 11 段階で設定することができます。出荷時は最大輝度で設定

されています。
自動オフ設定
	 YH8000 タッチパネルへの操作が一定時間無かった場合は、バックライトが自動的に

オフになります。自動オフになるまでの時間は下表から選択できます。
バックライト自動オフ時間

選択肢 説明
10 分 最後の操作から 10 分後にオフ
30 分 最後の操作から 30 分後にオフ
60 分 最後の操作から 60 分後にオフ
常にオン 自動オフしない（常にオン）
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8.7 複数の分析計が接続されている場合
YH8000 に 2 台以上の分析計が接続されている場合は、一部の表示や操作が変わります。
この節では 1 台だけ接続されている場合と異なる点について説明します。

8.7.1 オーバーオール表示
複数の分析計が接続されている場合はホーム画面で接続中の全ての分析計の情報を一括
表示することができます。これをオーバーオール表示と呼びます。

表示切り替えタブ
分析計番号

日時

圧力アイコン温度アイコン

アラーム
アイコン

図8.23 オーバーオール表示（接続中の分析計が3台の場合）

日時
	 オーバーオール表示の場合は最も若い分析計番号の分析計の日時が表示されます。
分析計番号
	 1 ～ 4 の分析計番号です。
	 分析計番号は YH8000 の設定の分析計接続で割り付けます。詳細は「5.2	 YH8000 の

接続」を参照ください。
アラームアイコン
	 各分析計にアラームが発生している場合はアラームアイコンが表示されます。

Warning と Fault の両方が発生している場合は Fault のアイコン が表示されま
す。

表示切り替えタブ
	 表示する分析計を選択します。 を選択するとオーバーオール表示画面になります。
温度アイコン/圧力アイコン
	 プロセス温度 / プロセス圧力のモード設定を示します。
	 	 ：固定値
	 	 ：非固定値
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8.7.2 選択画面
複数の分析計が接続されている場合は、 アラーム画面または 情報画面へ移る際に
分析計選択画面が表示されます。ここで表示対象の分析計を選択して [OK] を押すことで
目的の分析計のアラーム画面または情報画面へ移行します。

分析計番号

タグ名

アラームアイコン

図8.24 TDLS8100選択画面（接続中の分析計が3台の場合）

分析計番号
	 1 ～ 4 の分析計番号です。
タグ名
	 各分析計に設定されたタグ名が表示されます。タグ名が設定されていない場合はシ

リアル番号が表示されます。
アラームアイコン
	 各分析計にアラームが発生している場合はアラームアイコンが表示されます。

Warning と Fault の両方が発生している場合は Fault のアイコン が表示されま
す。

また、複数の分析計が接続されている場合は、 設定画面に移る際に設定対象選択画面
に接続されている TDLS8100 が表示されます。ここで設定対象の分析計を選択して [OK]
を押すことで目的の分析計のパスワード入力画面へ移行できます。

分析計番号

タグ名

アラームアイコン

HMIを選択

図8.25 設定対象選択画面（接続中の分析計が3台の場合）

分析計番号
	 1 ～ 4 の分析計番号です。
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タグ名
	 各分析計に設定されたタグ名が表示されます。タグ名が設定されていない場合はシ

リアル番号が表示されます。
アラームアイコン
	 各分析計にアラームが発生している場合はアラームアイコンが表示されます。

Warning と Fault の両方が発生している場合は Fault のアイコン が表示されま
す。

HMIを選択
	 YH8000 の設定画面に移行する場合は、選択肢 [HMI] を選択します。

8.7.3 分析計の日付・時刻設定
複数の分析計が接続されている場合は、分析計の時刻設定で以下の機能を利用できます。
・	 一括設定 (Change	all	analyzer)
	 接続中の全ての分析計の時刻を一括設定することができます。
・	 同期設定 (Time	synchronization)
	 設定操作中の分析計の時刻をそれ以外の接続中の分析計に設定することができます。

設定メニューの場所：

	 " >>[ 分析計 ]>> 設定 >> システム >> 日時 >> 操作 "

注記
日付・時刻の一括設定および同期設定は分析計の時刻を完全に一致させるものではあり
ません。これらの機能によって設定した場合でも、数秒間のずれが生じる場合があります。
また、設定後に長時間経過すると時刻はさらにずれる可能性があります。

8.8 バージョンについて
TDLS8100 と YH8000 は、それぞれのソフトウェアバージョンの組み合わせに、下表の制
約があります。TDLS8100	と YH8000	を同時に購入されなかった場合はご注意ください。

YH8000
1.01.xx 1.02.xx 2.01.xx

TDLS8100 2.01.xx 接続できません。 接続できません 正しくお使いいただけます。

TDLS8100 と YH8000 のバージョンが異なる場合は、旧バージョンの機器を新バージョン
に更新してご使用ください。ソフトウェアのアップデートは、弊社サービスまでお問い
合わせください。
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9. 点検および保守

 注意
点検、保守で TDLS8100 をプロセスフランジから取り外す場合は、必ず電源を切ってか
ら実施してください。

有資格技術者以外の者による作業は、作業者のけがや機器への多大な損傷を引き起こす
ことがあります。また、本書に記載されている警告に従わなかった場合、作業者が重傷
を負ったり機器に多大な損傷を与えたりする可能性があります。
機器の保守は、必ず有資格技術者が行ってください。有資格技術者とは、下記を指します。
・	 プロセス分析機器（または一般的なオートメーション技術）の安全な取り扱い方に

詳しく、本書を読んで内容を理解した技術者。
・	 機器の立上げ・設定方法についての指導を受け、本書を読んで内容を理解した技術

者

本章では、TDLS8100 の測定性能を維持するための点検および保守について説明します。
TDLS8100 には、周期的に行う作業はありません。
レーザ光の透過率が低下したら、プローブ部（プローブ、プロセス窓、リフレクタ）の
清掃をしてください。

9.1 レーザ光と透過率の維持
透過率とはアナライザ部内のレーザ素子から発するレーザ光が測定ガスを通過し、プロー
ブ先端のリフレクタで折り返し、アナライザ部内の受光素子に届くレーザパワーの大き
さをもとに求められる値です。透過率は光軸調整後からの経時変化を確認するためのも
のです。スタートアップ時に正しく光軸調整を実施した後、透過率校正を実施し、100%
に合わせてください。
スタートアップ後の透過率の変動を確認することで、レーザ光が通過する領域の状態、
光軸ずれ度合い、レーザ光の発光 / 受光に関わる部品の状態を判断することができるため、
保守やトラブルシューティングで重要な情報になります。

通常、透過率は以下の影響を受けるためその値が低下することがあります。
TDLS8100 が正常に稼働するためには透過率が低下しないように、必要な点検、保守を実
施してください。特に、TDLS8100の性能を最大限にするためには、最適な光軸調整を行い、
プローブ、プロセス窓、リフレクタを清浄にしておくことが重要です。

● プロセス窓の汚れ
プロセス窓が汚れているとレーザ光が遮られ、受光素子に到達するレーザ光が少なくな
ります。プロセス窓に汚れが付着しないようにプロセス窓パージを行ってください。「3.4	
配管」を参照し、常時プロセス窓をパージするようにしてください。

● プロセス中のダスト
プロセスガス中に存在するダスト（粒子状物質）はレーザ光を遮るため、受光素子に到
達するレーザ光が少なくなります。また、プローブ開口部周辺内部に付着、堆積するとレー
ザ光が完全に遮断されます。
ダストの多い環境は定期的にプローブ部の清掃を行ってください。
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● 光軸ずれ
校正や清掃等のためにプローブ部からアナライザ部を取り外し、再組立てした場合、組
み付け誤差で光軸がずれる場合があります。透過率が著しく低下した場合、取り付けが
正常に行われているか確認し、必要に応じて光軸を再調整してください。

9.1.1 透過率校正
測定箇所に設置し、「3.3	光軸調整」に示す光軸調整を実施後、透過率校正を実施してく
ださい。

注記
光軸調整が正しく行われていない場合、最適な透過率が得られない可能性があります。

「3.3	光軸調整」を参照し、正しい光軸調整を実施してください。

実行メニューの場所：
	 [HART]	"Diagnosis/Service>>Transmission	adjust>>Transmission	adjust"

	 [YH8000]		" >> 実行 >> 透過率校正 >> 測定 >> 透過率校正 "

9.1.2 プロセス窓清掃
プロセス窓パージが正しく行われていれば、通常の運転下ではプロセス窓表面が汚れる
ことはほとんどありません。しかし、以下の条件下ではプロセス窓表面の汚れ、曇りが
発生する可能性があります。
・	 プロセス窓パージ流量およびパージガス圧力不足により、ダスト等の汚れを含んだ

測定ガスがプロセス窓に接触した場合
・	 プロセス窓が高温時、プロセス窓表面が結露する場合
・	 プロセス窓に品質劣化の原因となるガス（BK-7 上のフッ化水素など）が接触する場合
・	 パージガス設備の粒子状物質や油などがプロセス窓表面に付着した場合

プロセス窓表面が汚れた時は以下の手順に従ってプロセス窓の取り外しと洗浄を行って
ください。

注意
・	 プロセス窓を取り外す際、プロセスが完全に停止しているもしくはプロセスと絶縁

されてプロセスガスが放出されないことを確認後、実施してください。
・	 プロセス窓の材質は光学ガラスのため破損し易いので、取扱いに十分注意してくだ

さい。

 注意
本作業は必ず TDLS8100 の電源を OFF にしてから実施してください。

(1)	 アナライザ部をプロセスから取り外します。
(2)	 プローブ部に設置されているプロセス窓ホルダーの M4 の六角穴付きねじ 4 本を緩

め、プロセス窓を取り外します。
	 プロセス窓の取り外し・取り付け方法は図 9.1 を参照してください。
(3)	 清浄かつ乾燥した計装空気または窒素ガスを使用し、プロセス表面上の粒子状物質

を吹き払います。
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(4)	 温水と低刺激性石鹸洗剤を使用し、プロセス窓表面を傷つけないような柔らかい布
で優しく拭きます。その後、必要に応じてアルコール（イソプロピルアルコールなど）
を使用して洗浄します。

(5)	 清浄かつ乾燥した計装空気または窒素ガスを使用し、再度プロセス窓表面に吹き付
け、乾燥させます。

(6)	 さまざまな角度からプロセス窓表面を入念に確認し、汚れが十分に落ちて使用でき
る状態であることを確認します。

注記
プロセス窓表面の汚れが取れない場合、プロセス窓を新しいものに交換してください。
プロセス窓表面が腐食されている場合、フッ化水素などの腐食性ガスで汚染された可能
性があります。そのときは新しいプロセス窓と交換してください。

(7)	 洗浄後のプロセス窓（もしくは新品のプロセス窓）を設置します。
	 プロセス窓の向きに注意し、取り外した方向と同じ方向に取り付けてください。
	 このとき、ねじを均一に締め込むようにしてください。
(8)	 プロセス窓を設置後、アナライザ部を取り付けてご使用ください。
	 透過率が作業前と比べて著しく下がっている場合は、再度光軸調整を行ってからご

使用ください。

アライメントフランジ

プロセス窓

六角穴付きねじ

Oリング

図9.1 プロセス窓取り外し、取り付け方法

9.1.3 プローブ部の清掃
以下の条件では、プローブ部に汚れが発生する場合があります。
・	 経年によるダストの堆積
・	 プロセス内にダストと水分が含まれている場合

プローブ部が汚れた時は以下の手順に従ってプローブ部の取り外しと清掃を行ってくだ
さい。

注意
・	 清掃のためにプローブ部を取り外す際、プロセスが完全に停止しているもしくはプ

ロセスと絶縁されてプロセスガスが放出されないことを確認後、実施してください。
・	 プローブを取り出して作業を行う場合は必ず TDLS8100 の電源を OFF にしてから実

施してください
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注意
下図に示したプローブ部にあるセパレーションウォールは傷つけないよう、取扱いに十
分注意してください。

図9.2 セパレーションウォール

(1)	 パージ流量を増やしてフラッシングを行います。フラッシングでプローブ部の汚れ
が除去できない場合は、プローブ部の取り外しを行います。

(2)	 TDLS8100 の電源を OFF にします。
(3)	 配管を取り外します。取り外した箇所のポートおよび配管フェルール部分は傷がつ

かないようにビニールテープなどの保護具で保護してください。
(4)	 配線を取り外します。配線が短絡しないように注意してください。取り外した配線

はビニールテープ等で絶縁、保護し、ケーブルに負荷が掛からないようにまとめて
ください。

(5)	 アナライザ部をプローブ部から取り外します。
・	 六角レンチ (5mm) を使用し、クイックコネクタの右上のねじ（図 9.9 参照）のみ取

り外します。
・	 その他のねじ（左上、左下、右下）を緩めます。
・	 TDLS8100 をゆっくりと反時計方向に回すことで	アナライザ部をプローブ部から取り

外すことができます。
(6)	 プロセスフランジのナットを外し、プローブ部をプロセスフランジより引き抜きま

す。

注意
プロセス内の温度が高い場合、プローブ部を引き抜いた後、大気で自然に冷却し、以下
の作業を行ってください。

(7)	 プロセス導入口の上流部と下流部、セパレーションウォールをブラシで磨きます。
この時、セパレーションウォールは傷つけないように気を付けてください。こちら
の作業で汚れが除去できない場合は、サービスに連絡してください。

(8)	 清掃後、3.1	設置の項の手順に従って、プローブ部、アナライザ部をプロセスに取り
付けます。

	 透過率が作業前と比べて著しく下がっている場合は、再度光軸調整を行ってからご
使用ください。

9.1.4 リフレクタの清掃
プロセス窓と同様にリフレクタパージが正しく行われていれば、通常の運転下ではリフ
レクタ表面が汚れることはほとんどありません。しかし、以下の条件でリフレクタ表面
の汚れ、曇りが発生する可能性があります。
•	 リフレクタパージ流量およびパージガス圧力不足により、ダスト等の汚れを含んだ

測定ガスがリフレクタに接触した場合
•	 リフレクタ部が高温時、または表面が結露する場合
•	 パージガス設備の粒子状物質や油などがリフレクタ表面に付着した場合
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リフレクタ表面が汚れた時は以下の手順に従ってプロセス窓の取り外しと洗浄を行って
ください。

注意
・	 リフレクタを清掃するためにプローブ部をプロセスから引き抜く際、プロセスが完

全に停止し、プロセスガスが放出されないことを確認後、実施してください。
・	 リフレクタの材質は光学ガラスのため破損し易いので、取扱いに十分注意してくだ

さい。

 注意
本作業は必ず TDLS8100 の電源を OFF にしてから実施してください。

(1)	 配管を取り外します。取り外した箇所のポートおよび配管フェルール部分は傷がつ
かないようにビニールテープなどの保護具で保護してください。

(2)	 配線を取り外します。配線が短絡しないように注意してください。取り外した配線
はビニールテープ等で絶縁、保護し、ケーブルに負荷が掛からないようにまとめて
ください。

(3)	 必要に応じて以下の手順でアナライザ部をプローブ部から取り外します。
1.	六角レンチ (5mm) を使用し、クイックコネクタの右上のねじ（図 9.9 参照）のみ取

り外します。
2.	その他のねじ（左上、左下、右下）を緩めます。
3.	 TDLS8100 をゆっくりと反時計方向に回すことで、アナライザ部をプローブ部から取

り外すことができます。
(4)	 プロセスフランジのナットを外し、TDLS81000（(3) でアナライザ部を外している場

合はプローブ部）をプロセスフランジより引き抜きます。

注意
・	 プローブ部を引き抜く際はプローブの長さを考慮した十分なスペースを確保してく

ださい。
・	 プロセス内の温度が高い場合、プローブ部を引き抜いた後、大気で自然に冷却し、

以下の作業を行ってください。急激な冷却は、リフレクタを破損させる可能性があ
ります。

(5)	 リフレクタ部周辺に付着しているダストを十分取り除いた後、リフレクタ部の固定
ねじ 3 本を外し、リフレクタ部を取り外します。

図9.3 リフレクタ部
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(6)	 清浄かつ乾燥した計装空気または窒素ガスを使用し、リフレクタ表面上の粒子状物
質を吹き払います。

(7)	 温水と低刺激性石鹸洗剤を使用し、リフレクタ表面を傷つけないような柔らかい布	
で優しく拭きます。その後、必要に応じてアルコール（イソプロピルアルコールなど）	
を使用して洗浄します。

(8)	 清浄かつ乾燥した計装空気または窒素ガスを使用し、再度リフレクタ表面に吹き付
け、乾燥させます。

(9)	 さまざまな角度からリフレクタ表面を入念に観察し、汚れが十分に落ちて使用でき
る状態であることを確認します。

注記
リフレクタ表面の汚れが取れない場合、リフレクタユニットごと新しいものに交換して
ください。

(10)	洗浄後のリフレクタユニットをプローブ部に取り付けます。リフレクタユニットと
プローブ部先端の切欠きの位置を合わせてはめ込みます。3 本の固定用ねじを順番に
少しづつ増し締めしていき、最終的に 3 本のねじに均等に力が加わるように締めて
ください。

(11)	「3.1	 設置」の手順に従って、プローブ部、アナライザ部をプロセスに取り付けます。
透過率が作業前と比べて著しく下がっている場合は、再度光軸調整を行ってからご
使用ください。

切欠き部
洗浄面

図9.4 リフレクタ部
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9.2 オンラインバリデーション
オンラインバリデーションは、測定ガス濃度が安定した条件下において、測定ガスの濃
度測定を続けながらバリデーションセルに既知濃度のチェックガスを導入することに
よって行います。チェックガスを導入するときに管理される（または既知であることの）
条件を以下に示します。
・	 導入されるチェックガスの圧力
・	 導入されるチェックガスの温度
・	 チェックガスが導入されるバリデーションセルの長さ
・	 導入されるチェックガスの濃度

基本操作を以下に示します。
・	 既知のバリデーションパラメータを設定しておきます。
・	 既知濃度のチェックガスをバリデーションセルに導入します。
	 ⇒	「プロセス濃度」+「チェックガスによる加算濃度」の読み取り値が TDLS8100 内

部に記録されます。
・	 最初に導入していたパージガス（通常、窒素ガス）をバリデーションセルに再度導

入します。
	 ⇒「プロセス濃度」の読み取り値が TDLS8100 内部に記録されます。
	 ⇒既知パラメータから「チェックガスによる加算濃度」分の期待値が計算されます。
	 ⇒	期待値と実際の値が比較され、バリデーションの合否（成功または失敗）が判定

されます。

注記
オンラインバリデーションは、プロセスが十分安定しているときに実施してください。

注記
バリデーションとは、TDLS8100 が正しく動作しているかどうかを確認する作業です。バ
リデーションの結果、指示値に誤差がある場合は、プロセス側からのプロセスガスのリー
クがないか確認し、リークがない場合は校正を行ってください。

9.2.1 準備
オンラインバリデーションは、バリデーションセルにチェックガスを導入します。チェッ
クガスの配管方法は以下のとおりです。
・	 最大 2 つのチェックガスを、それぞれオンラインバリデーション 1 用とオンライン

バリデーション 2 用に配管（図 9.5）

注記
TDLS8100 の SV 端子を利用したバルブ自動制御によって、チェックガスの流路を切り替
える場合は、TDLS8100 のバルブ用途設定 (Valve	usage) を「校正・バリデーション」(CAL/
VAL) に設定する必要があります。バルブ用途については「6.8.2	 バルブ用途設定」を参
照してください。

オンラインバリデーションの配管図を以下に示します。
Zone1/Div1/Flameproof	"d" 防爆構造の場合、「3.4.2	Zone	1/Div.1/Flameproof	"d" 防 爆 構
造の光学部パージ」も参照してください。
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最大 2 種類のオンラインバリデーション用チェックガスを配管します。オンラインバリ
デーション 1 あるいは 2 を実行することで、それぞれのチェックガスを用いてバリデー
ションします。SV 端子によってバルブを自動制御する場合は、バルブ用途設定を「校正・
バリデーション」（Cal/Val）とする必要があります。

光学部パージ プロセス窓パージ
　　リフレクタパージ

バリデーションパージガス

バルブ1
(SV-1)

バルブ2
(SV-2)

バリデーションガス2 バリデーションガス1

図9.5 オンラインバリデーション配管図

9.2.2 設定
オンラインバリデーションの設定メニュー：
	 [HART]	"Detailed	setup>>Validation>>Online	Validation	#"

	 [YH8000]	" >> 設定 >> バリデーション >> オンラインバリデーション #"

オンラインバリデーションを手動実行する際に必要な設定項目を、上記のサブメニュー
毎（YH8000ではタブ毎）に示します。ここではオンラインバリデーション1を例にします。

● パラメータ（Parameter）

パラメータ名(HART) パラメータ名
(YH8000) 説明

Onval1	gas	type ガス種別 バリデーション 1 チェックガス種類を選択します (2 成分計のみ )
Onval1	gas	conc 濃度 バリデーション 1 チェックガスの濃度を入力します
Onval1	temp	mode 温度 バリデーション 1 実行中の温度モードを選択します
Onval1	temp	fix	val 固定値 Onval1	temp	mode が「固定」（Fixed）である場合の温度を入力しま

す
Onval1	act	amb	ofst オフセット値 Onval1	temp	mode が「周囲温度」（Active	ambient）である場合の温

度オフセットを入力します
Onval1	pres	fix	val 圧力 バリデーション 1 実行中の圧力値を入力します
Onval1	OPL	fix	val 光路長 バリデーション 1 チェックガスを導入する領域の光路長を入力しま

す。光路長は、標準形、防爆形ともに 102	mm です。

● バルブ（Valve）
パラメータ名(HART) パラメータ名(YH8000) 説明
Onval1	auto	vlv	man 手動実行時バルブ連動 バリデーション 1 手動実行時に、SV 端子による自動

バルブ制御を有効にするかを選択します。
Onval1	gas	purg	time Val ガスパージ時間 自動実行用です。自動実行する際は設定してください

（「9.8.2	 設定」参照）。Onval1	nml	purg	time 通常ガスパージ時間
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● 自動開始時刻（Auto time）
自動実行用です。自動実行する際は設定してください（「9.8.2	設定」参照）。

● 濃度指示モード（Reading mode）
自動実行用です。

パラメータ名
(HART)

パラメータ名
(YH8000)

説明

Onval1	read	mode 濃度指示値モード 自動バリデーション中の濃度指示値に関する設定を選択します。
「プロセス＋ Val」（Process+Validation）はプロセスとバリデーショ
ンセル濃度の合計値を指示値とします。

「Val のみ」（Validation	only）はバリデーションセルの濃度のみ
とします。

Onval1	output	
factor

濃度指示値スケール 自動バリデーション中の濃度指示値のスケーリング係数です。上
記 mode が「Val のみ」（Validation	only）の場合に、濃度計算値
にスケーリング係数を掛けた値が指示値となります。

9.2.3 実行
オンラインバリデーションを開始する前に、配管およびオンラインバリデーションの設
定に間違いがないか確認してください。ここでは O2 計のオンラインバリデーション 1 を
例に説明します。

実行メニューの場所：
	 [HART]	"Diagnosis/Service>>Validation>>Manual>>Manual	online	val	1"

	 [YH8000]	" >> 実行 >> バリデーション >> 手動 >> オンラインバリデーション 1"

■ HART実行画面
(1)	 オンラインバリデーションの開始
	 自動バルブ制御が無効の場合、次のように表示されます。
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	 自動バルブ制御が有効の場合、次のように「バルブが自動制御される」という内容
のメッセージが表示されます。この場合、バリデーション中にバルブを手動制御す
る必要はありません。

 
	 両画面とも、チェックガスとして利用するガスの種類を確認して [OK] を押します。
	 続けて、次の画面で [ENTER] を押します。自動バルブ制御が有効の場合は、流路が切

り替わりバリデーションセルにチェックガスが導入されます。

 
(2)	 チェックガスの導入
	 自動バルブ制御が無効の場合、バルブを手動操作してチェックガスをバリデーション

セル内に導入してください。濃度の標準偏差を示す "stdev"の値を参考にして、チェッ
クガスが満たされた状態で、濃度値が十分な時間（目安として 5 分、少なくとも 1
分以上）安定していることを確認します。安定が確認できたら「OK」ボタンを押し
ます。

	 自動バルブ制御が有効の場合は、自動的に流路が切り替わりバリデーションセルか
らチェックガスが排出されます。
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(3)	 チェックガスの排出
	 自動バルブ制御が無効の場合、バルブを手動操作して、プロセス測定時に通常使用

している分析計内部パージガス（窒素ガス）をバリデーションセルに導入してくだ
さい。濃度の標準偏差を示す "stdev" の値を参考にして、濃度が安定していることを
確認後、「OK」ボタンを押してください。バリデーション結果が表示されます。

 
(4)	 オンラインバリデーション結果の確認
	 オンラインバリデーションの実行結果が表示され、オンラインバリデーションが終

了します。合格時は "PASSED"、不合格時は "FAILED" と表示されます。
	 	 Expected	reading：	 チェックガスによって加算されたガス濃度（期待値）
	 	 Actual	reading：	 実際の指示値
	 「OK」ボタンを押してメニューに戻ります。

 

注記
バリデーションが不合格のときは、下記の Warning が発生します。対処法については、

「10.2	 Warning が発生した時の表示と処置」を参照してください。
アラーム番号 アラーム名

15 Validation	Error
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■ YH8000実行画面
(1)	 オンラインバリデーションの開始
	 オンラインバリデーションを開始します。「開始」ボタンを押すと、自動バルブ制御

が有効の場合は、流路が切り替わりバリデーションセルにチェックガスが導入され
ます。

 
(2)	 チェックガスの導入
	 自動バルブ制御が無効の場合、バルブを手動操作してチェックガスをバリデーショ

ンセル内に導入してください。チェックガスが満たされた状態で、濃度値が十分な
時間（目安として 5 分、少なくとも 1 分以上）安定していることを確認します。安
定が確認できたら「次へ」ボタンを押します。自動バルブ制御が有効の場合は、自
動的に流路が切り替わりバリデーションセルからチェックガスが排出されます。
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(3)	 チェックガスの排出
	 自動バルブ制御が無効の場合、バルブを手動操作して、プロセス測定時に使用して

いる分析計内部パージガス（窒素ガス）をバリデーションセルに導入してください。
濃度が安定していることを確認後、「実行」ボタンを押します。バリデーション結果
が表示されます。

 
(4)	 オンラインバリデーション結果の確認
	 オンラインバリデーションの実行結果が表示され、オンラインバリデーションが終

了します。合格時は " 成功 "、不合格時は " 失敗 " と表示されます。
	 	 期待値とは、設定されたチェックガスの濃度です。
	 「OK」ボタンを押して設定メニューに戻ります。

 

注記
バリデーションが不合格のときは、下記の Warning が発生します。対処法については、

「10.2	 Warning が発生した時の表示と処置」を参照してください。
アラーム番号 アラーム名

15 バリデーション失敗
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9.2.4 タイムチャート
手動オンラインバリデーション実行中のバルブ動作と、AO/DO 出力が Cal/Val モードに
遷移するタイミングを示します。Cal/Val モード時には、AO を出力ホールドする等の設定
が可能です。Cal/Val モード時の AO/DO 出力設定は「6.4.2	出力ホールド」と「6.5.1	
DO 接点 (DO-1)」を参照してください。
図 9.6 において、Valve1、Valve2 の動作切り替えは、操作画面の指示にしたがって手動で
行います。自動バルブ制御を有効に設定している場合は自動でバルブが切り替わるため、
操作者による「バルブ手動操作」は不要です。

操作者 HART/HMI画面 Valve1 Valve2
AO/DO
モード

【画面操作】オンラインバリデーション1開始 OFF OFF 通常出力
【バルブ手動操作】チェックガス導入

チェックガス導入中
画面表示 ON OFF

Cal/Val

（ガス濃度が安定するまで待つ）

【画面操作】次に進む
【バルブ手動操作】チェックガス排出

チェックガス排出中
画面表示 OFF OFF

（ガス濃度が安定するまで待つ）

【画面操作】実行ボタンを押す

バリデーション結果表示 通常出力

時間

図9.6 手動オンラインバリデーション1のバルブ・AO/DO出力

操作者 HART/HMI画面 Valve1 Valve2
AO/DO
モード

【画面操作】オンラインバリデーション2開始 OFF OFF 通常出力
【バルブ手動操作】チェックガス導入

チェックガス導入中
画面表示 ON ON

Cal/Val

（ガス濃度が安定するまで待つ）

【画面操作】次に進む
【バルブ手動操作】チェックガス排出

チェックガス排出中
画面表示 OFF OFF

（ガス濃度が安定するまで待つ）

【画面操作】実行ボタンを押す

バリデーション結果表示 通常出力

時間

図9.7 手動オンラインバリデーション2のバルブ・AO/DO出力
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9.3 校正セルの取り付け
オフラインバリデーション、ゼロ校正、スパン校正を実施する場合、プローブ部とアナ
ライザ部の間に校正セルを取り付けます。アナライザ部を取り外しても、プローブ部側
にプロセス窓があるため、プロセス稼働中でも安全に取り外すことができます。

校正セル

図9.8 オフライン作業の接続例

9.3.1 準備
校正、オフラインバリデーションを実施する場合、以下の器材、窒素ガス、およびオフ
ライン作業に使用するガス ( チェックガス / ゼロ校正ガス ( 窒素ガス )/ スパン校正ガス )
を準備してください。

工具・器材 数量 備考
校正セル 1
YH8000 または HART 設定ツール 1 オフライン校正 / バリデーション実行用
24VDC 電源用ケーブル 1
バルブ駆動用ケーブル 必要数 (1 または 2) SV 端子によってバルブを自動制御する場合
YH8000 接続ケーブル 1 YH8000 使用の場合
24VDC 電源 1
1/4 インチ配管 数 m
1/4 インチフェルールセット 必要数
圧力調整器（レギュレータ） 1
1/4 インチ配管プラグ 2
三方切り替え弁 必要数
温度計 1
圧力計 1
継手 必要数
窒素ガス 必要量 TDLS8100 パージ用

ゼロ校正用
スパン校正ガス 必要量 スパン校正用
チェックガス 必要量 オフラインバリデーション用
流量計 3 TDLS8100 パージ用

ゼロ校正用
スパン校正用 / オフラインバリデーション用

ニードルバルブ 3 流量調整用
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9.3.2 準備手順
以下の手順にしたがって実施してください。パージ配管接続については、オフラインバ
リデーション、ゼロ校正、スパン校正によって異なりますので、9.4、9.5、9.6 項を確認
してください。

注意
・	 TDLS8100 の校正セルへの移設、プロセスへの復帰の際、TDLS8100 へ衝撃を与えな

いでください。故障の原因となります。
・	 校正作業中に、電源が入った状態でアナライザ部を取り外さないでください。
・	 プロセスガスが正圧の場合、TDLS8100 をプロセスから遮断し、プロセス窓パージを

止め、プロセス窓に過剰な圧力が掛からないようにしてください。

(1) 設定値を記録する
TDLS8100 を再度プロセスに復帰する際に確認します。
アナライザ部を取り外す前に以下の設定値、プロセスの状態を記録してください。
・	 光路長
・	 プロセス圧力（入力モードが固定値入力 (Fixed) になっている場合のみ記録）
・	 プロセス温度（入力モードが固定値入力 (Fixed) になっている場合のみ記録）
・	 透過率
・	 プロセス窓 / リフレクタパージ流量（パージを停止させた場合のみ記録）

(2) TDLS8100電源をOFFにする
TDLS8100 の電源を OFF にしてください。

(3) アナライザ部の取り外し

(a) パージガスの停止
光学部パージ用の窒素ガス（または計装空気）を止めます（プロセス窓パージ、リフレ
クタパージは必要に応じて止めてください）。

(b) 配管の取り外し
TDLS8100 に接続している配管を取り外します ( オフラインバリデーション / 校正作業後
に再設置が容易にできるように、マーキングすることを推奨します )。
なお、光学部パージは校正セルでも使用します。必要に応じて取り外してください。
取り外した箇所の TDLS8100 ポートおよび配管フェルール部分は傷がつかないようにビ
ニールテープなどの保護具で保護してください。

(c) 配線の取り外し（必要に応じて実施）
配線を取り外します。
配線が短絡しないように注意してください。取り外した配線はビニールテープ等で絶縁・
保護し、ケーブルに負荷が掛からないようにまとめてください。（配線については、「3.2	
配線」を参照してください。）

注記
配線を外す場合、再配線が容易にできるようにマーキングすることをおすすめします。
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(d) アナライザ部の取り外し
配管を取り外した後、アナライザ部を取り外します。

YH8000 が設置されている場合は YH8000 を取り付けブラケットごと取り外してからアナ
ライザ部を取り外してください。
(1)	六角レンチ (5mm) を使用し、クイックコネクタの右上のねじ（図 9.9 参照）のみ取

り外します。
(2)	その他のねじを緩めます。
(3)	TDLS8100 をゆっくりと反時計方向に回すことでアナライザ部をプローブ部から取り

外すことができます。

YH8000 の取り外し方法は、「4.	 YH8000 の設置」を参照ください。

図9.9 プロセスからの取り外し

(4) 校正セルのプローブ部への取り付け

注記
校正セルのプローブ部への取り付けは必要に応じて行ってください。校正、オフライン
バリデーションは、プローブ部に取り付けなくても行うことができます。

校正セルの取り付け面（クイックコネクタ部）の穴を、外したアナライザ部の代わりに
プローブ部のねじ位置に合わせて差し込み、時計方向に回転させます。
右上のねじで仮止めした後、他の	3	箇所のねじを含め、均等に締めてください。

図9.10 六角穴付きねじ（TDLS8100取り付けねじ）の隙間
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(a) アナライザ部の校正セルへの取り付け
校正セルの取付面（クイックコネクタ部）アナライザ部	取り付け用のねじ穴に、あらか
じめねじ（M6）を 3 個取り付けておきます。このとき、フランジ面から	8	mm	程度の隙
間を残してください。また、正面から見て右上の穴にはねじは取り付けません。右上の
ねじはアナライザ部側に付随しています。アナライザ部の取り付け面（クイックコネク
タ部）の穴を、先に取り付けた校正セルのねじ位置に合わせて差し込み、時計方向に回
転させます。右上のねじで仮止めした後、他の	3	箇所のねじを含め、均等に締めてくだ
さい。必要に応じて最後に YH8000 を取り付けます。

(b) 配線（配線を取り外した場合）
以下のケーブルを接続してください。
・	 電源ケーブル
・	 バルブ駆動用ケーブル ( 必要時 )

詳細な配線は「3.2	 配線」を参考にしてください。
(c) 配管

光学部パージには窒素ガスを流してください。校正セルには校正セルのポートを使用し
バリデーション / 校正ガスを導入します。
排気ポートにはアナライザ部のバリデーションガスの接続口を使用してください。

注記
アナライザ部のバリデーションガスの接続口は導入口と排気口の 2 箇所あります。
校正セル接続時は 2 箇所とも排気に利用するか、排気に使用しない 1 箇所はプラグで栓
をする等でガスがリークしないようにしてください。

配管はステンレスチューブまたはテフロンチューブなどを使用して行います。

光学部パージ

校正ガス排気口

ゼロ校正ガス（窒素ガス）
またはスパン校正ガス

K9777ZA

光学部パージ

校正ガス排気口

ゼロ校正ガス（窒素ガス）
またはスパン校正ガス

バリデーション領域用
　パージガス

バリデーション領域用
　パージガス

K9777ZK, K9777ZL

図9.11 パージガス配管図
それぞれの配管を接続後、スヌープなどによる校正ガス接続部のリークチェックを実施
してください。そのときのガスは窒素ガスを使用してください。
防爆形の場合は、流量 100 ～ 200	mL/min、圧力 0.01	MPa 以下で流してください。
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(5) パージガス導入
配線、配管が完了後、ガスを流します。
オフライン作業に準じたガスを流量 2	L/min 以下、圧力 0.02	MPa 以下で流してください。
防爆形の場合は、流量 100 ～ 200	mL/min、圧力 0.01	MPa 以下で流してください。

(6) 電源投入
電源を投入してください。TDLS8100 が正常に起動することを確認してください。

9.3.3 校正、オフラインバリデーションの実施
9.4、9.5、9.6 項を参照し、オフライン作業を実施してください。
それぞれのオフライン作業によって設定値が異なる場合がありますので、必要に応じて
それらの設定値を変更してください。
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9.3.4 プロセスへの復帰
各種オフライン作業が完了後、TDLS8100 をプロセスへ復帰させます。以下の手順で作業
を実施してください。

注記
配管の取り外しは、校正セル内のガスが安全なガスに置換されてから行ってください。

(1)	 スパン校正ガスまたはチェックガスの切り替え
	 作業中に流しているガスが危険なガス（例：CO ガス等）の場合は、窒素ガスに一旦

切り替えます。校正セル内が完全に置換されてから次の作業に進んでください。
(2)	 ガスの停止
	 TDLS8100 の表示で吸収ピークがなくなったことを確認後、すべてのパージガスを止

めます。
(3)	 配管の取り外し
	 内部の残圧がないことを確認後、それぞれの配管を取り外します。
(4)	 TDLS8100 電源 OFF
	 上記の確認が完了後、TDLS8100 の電源を OFF にします。
(5)	 配線の取り外し（必要に応じて）
	 9.3.2 項（3）(d) と同様の手順で配線を取り外します。
(6)	 校正セルからアナライザ部の取り外し
	 9.3.2 項（3）(e) と同様の手順でアナライザ部を取り外します。
(7)	 校正セルの取り外し（必要に応じて）
	 校正セルがプローブ部に取り付いている場合は取り外します。
(8)	 プロセス（プローブ部）へのアナライザ部の取り付け
	 取り外しと逆の手順でプロセスに取り付けます。

(a)	 配線（必要に応じて）
	 以下のケーブルを接続してください。
	 ・	 電源ケーブル
	 ・	 バルブ駆動用ケーブル ( 必要時 )
	 ・	 AI/AO/DO/DI ケーブル（必要時）
	 詳細な配線は「3.2	配線」を参考にしてください。
(b)	 配管
	 「3.4	配管」を参照し、アナライザ部を取り外す前の状態になるように配管作業

を実施してください。
(9)	 パージガス導入
	 配線、配管が完了後、パージガスを流します。
(10)	電源投入
	 電源を投入します。TDLS8100 が正常に起動することを確認してください。
(11)	光軸調整
	 取り外し前と比べて透過率が著しく下がった場合は「3.3	 光軸調整」を参照し、光軸

調整を実施します。
(12)	各種設定および設定値の確認
	 TDLS8100 を取り外す前に記録した、以下の設定値情報を参考に設定値を確認し、必

要に応じ再度設定します。
	 	 a) プロセス光路長
	 	 b) プロセス圧力
	 	 c) プロセス温度
	 	 d) 透過率
	 	 e) プロセス窓 / リフレクタパージ流量
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9.4 オフラインバリデーション
オフラインバリデーションとは、測定プロセスから切り離した状態で、チェックガスを
校正セルに流し、既知のチェックガス濃度に対するガス濃度測定値の正確性を確認する
機能です。
バリデーションを実施するには、以下の情報をあらかじめ TDLS8100 に入力しておく必
要があります。
・	 導入されるチェックガスの圧力
・	 導入されるチェックガスの温度
・	 校正セルの長さ
・	 導入されるチェックガスの濃度

基本操作を以下に示します。
・	 既知のバリデーションパラメータを設定しておきます。
・	 既知濃度のチェックガスを校正セルに導入します。
	 ⇒チェックガスの濃度の読み取り値が記録されます。
	 ⇒既知パラメータから「チェックガス」分の期待値が計算されます。
	 ⇒	期待値と実際の値が比較され、バリデーションの合否（成功または失敗）が判定

されます。

注記
バリデーションとは、TDLS8100 が正しく動作しているかどうかを確認する作業です。指
示値に誤差がある場合は、校正を行ってください。

通常、アナライザ部をプロセスから取り外し、校正セルに設置後、オフラインバリデーショ
ンを実施します。

9.4.1 準備
「9.3	 校正セルの取り付け」を参照して実施してください。配管方法は下図を参照して
ください。
オフラインバリデーション 1 と 2 両方のチェックガスを配管します。バリデーション 1
と 2 をそれぞれ実行可能です。

光学部パージ

チェックガス排気口

パージガス

バルブ1
バルブ2

スパン校正ガス ゼロ校正ガス

K9777ZA
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光学部パージ

チェックガス排気口

パージガス

バルブ1
バルブ2

スパン校正ガス

バリデーションエリア用
パージガス

バリデーションエリア用パージガス

ゼロ校正ガス

K9777ZK, K9777ZL

9.4.2 設定
オフラインバリデーションの設定メニュー：
	 [HART]	"Detailed	setup>>Validation>>Offline	validation	#"

	 [YH8000]	" >> 設定 > バリデーション >> オフラインバリデーション #"

オフラインバリデーションを手動実行する際に必要な設定項目を、上記のサブメニュー
毎（YH8000 ではタブ毎）に示します。ここでは、オフラインバリデーション 1 を例に説
明します。

● パラメータ（Parameter）
パラメータ名(HART) パラメータ名(YH8000) 説明
Offval1	gas	type ガス種別 バリデーション 1 チェックガス種類を選択します

(2 成分計のみ )
Offval1	gas	conc 濃度 バリデーション 1 チェックガス濃度を入力します
Offval1	pres	mode 圧力 バリデーション 1 実行中の圧力モードを選択します (*1)
Offval1	pres	fix	val 固定値 圧力（Offval1	pres	mode）が「固定値」（Fixed）である

場合の圧力を入力します
Offval1	temp	mode 温度 バリデーション 1 実行中の温度モードを選択します (*1)
Offval1	temp	fix	val 固定値 温度（Offval1	temp	mode）が「固定値」（Fixed）である

場合の温度を入力します
Offval1	OPL	mode 光路長 バリデーション1実行中の光路長モードを選択します (*1)
Offval1	OPL	fix	val 固定値 光路長（Offval1	OPL	mode）が「固定値」（Fixed）である

場合のプロセス光路長を入力します
*1：	「Process	parameter」：プロセスパラメータの設定値を利用します
	 「Fixed	value」：固定値にします

● バルブ（Valve）
パラメータ名(HART) パラメータ名(YH8000) 説明
Offval1	auto	vlv	man 手動実行時バルブ連動 バリデーション 1 を手動実行時に、SV 端子による自

動バルブ制御を有効にするかを選択します。
Offval1	gas	purg	time Val ガスパージ時間 自動実行用です。自動実行する際は設定してください

（「9.8.2	 設定」参照）。Offval1	prc	purg	time プロセスガスパージ時間
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9.4.3 実行
オフラインバリデーションを開始する前に、配管およびオフラインバリデーションの設
定に間違いがないか確認してください。ここでは、オフラインバリデーション 1 を例に
説明します。

実行メニューの場所：
	 [HART]	"Diagnosis/Service>>Validation>>Manual>>Manual	offline	val	1"

	 [YH8000]	" >> 実行 >> バリデーション >> 手動 >> オフラインバリデーション 1"

(1)	 オフラインバリデーションの開始
	 HART または YH8000 から上記メニューを開いて、オフラインバリデーションを開始

します。この際、自動バルブ制御が有効の場合は「バルブが自動制御される *1」と
いう内容のメッセージが表示されます。この場合、オフラインバリデーション中に
バルブを手動制御する必要はありません。

(2)	 チェックガスの導入
	 「校正セルへチェックガスを導入する *2」という内容の指示が表示されます。自動バ

ルブ制御が無効の場合は、バルブを手動制御してチェックガスを校正セルへ導入し
ます。安定確認のため、HART では濃度の標準偏差 (stdev)、YH8000 では濃度トレン
ドが表示されます。チェックガスが満たされた状態で、濃度値が十分な時間（目安
として 5 分、少なくとも 1 分以上）安定したことを確認したら、バリデーションを
実行します。

(3)	 バリデーション結果の確認
	 バリデーションの結果が合格または不合格（" 成功 " または " 失敗 "）と表示されます。

結果を確認したら、プロセスガスの導入を開始するために次の画面へ進みます。あ
るいは「再実行」（Retry）を選択することで (2) へ戻って、バリデーションを再実行
できます。

(4)	 チェックガスの排除
	 「校正セルからチェックガスを排除する *3」という内容の指示が表示されます。自動

バルブ制御が無効の場合は、バルブを手動制御してプロセスガスを校正セルへ導入
します。安定確認のため、HART では濃度の標準偏差 (stdev)、YH8000 では濃度トレ
ンドが表示されます。濃度が安定したことを確認したら、次の画面へ進みます。

(5)	 バリデーションの終了
	 TDLS8100 のバリデーションモードが終了します。

*1：	 [HART]	 Valves	are	automatically	controlled	during	the	validation.
	 	 [YH8000]	チェックガス 1 用のバルブは自動的に開きます。
*2:	 [HART]	 Purge	validation	cell	with	check	gas.
	 	 [YH8000]	フローセルへチェックガス 1 を導入して下さい。
*3：	 [HART]	 Ensure	check	gas	is	completely	removed	from	validation	cell	and	…
		 [YH8000]	フローセルからチェックガス 1 を排除して下さい。

注記
バリデーションが不合格のときは、下記の Warning が発生します。対処法については、

「10.2	 Warning が発生した時の表示と処置」を参照してください。
アラーム番号 アラーム名

15 バリデーション失敗（Validation	Error）
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9.4.4 タイムチャート
手動オフラインバリデーション実行中のバルブ動作と、AO/DO 出力が Cal/Val モードに
遷移するタイミングを示します。Cal/Val モード時には、AO を出力ホールドする等の設定
が可能です。Cal/Val モード時の AO/DO 出力設定は「6.4.2	出力ホールド」と「6.5.1	
DO 接点 (DO-1)」を参照してください。
下図において、Valve1、Valve2 の動作切り替えは、操作画面の指示にしたがって手動で
行います。自動バルブ制御を有効に設定している場合は自動でバルブが切り替わるため、
操作者による「バルブ手動操作」は不要です。

操作者 HART/HMI画面 Valve1 Valve2
AO/DO
モード

【画面操作】オフラインバリデーション1開始 OFF OFF 通常出力
【バルブ手動操作】チェックガス導入

チェックガス導入中
画面表示 ON OFF

Cal/Val

（ガス濃度が安定するまで待つ）

（バリデーション結果確認）
【画面操作】次に進む（またはRetry）
【バルブ手動操作】チェックガス排除

チェックガス排除中
画面表示 OFF OFF

（ガス濃度が安定するまで待つ）

【画面操作】次に進む

【画面操作】実行ボタンを押す

オフラインバリデーション1
終了画面表示

バリデーション結果表示

通常出力

時間

図9.12 オフラインバリデーション1のバルブ、AO/DO出力

操作者 HART/HMI画面 Valve1 Valve2
AO/DO
モード

【画面操作】オフラインバリデーション2開始 OFF OFF 通常出力
【バルブ手動操作】チェックガス導入

チェックガス導入中
画面表示 ON ON

Cal/Val

（ガス濃度が安定するまで待つ）

（バリデーション結果確認）
【画面操作】次に進む（またはRetry）
【バルブ手動操作】チェックガス排除

チェックガス排除中
画面表示 OFF OFF

（ガス濃度が安定するまで待つ）

【画面操作】次に進む

【画面操作】実行ボタンを押す

オフラインバリデーション2
終了画面表示

バリデーション結果表示

通常出力

時間

図9.13 オフラインバリデーション2のバルブ、AO/DO出力
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9.5 ゼロ校正
ゼロ校正とは、窒素ガスなどの測定対象成分を含まないガスをレーザ光が通過する領域
に流して、測定対象成分の吸収が全くない状態をつくり、ゼロ点を合わせる機能です。
通常、出荷時に最適な環境でゼロ校正を行います。またこの TDLS8100 は原理上、ゼロ
点ドリフトがないことから、通常はお客さまがゼロ校正を行う必要はありません。
しかし、ゼロ値の読み取り値が明らかに正常でなく、ゼロ校正が必要と判断された場合は、
以下の項目についてご注意いただいたうえで、実施してください。
下記条件が満たされない場合は測定ガスの指示値に影響を及ぼすことがあります。
ゼロ校正実施に対してご不明な点がありましたら当社サービスまでご連絡ください。

正しくゼロ校正を行うために、以下の項目にご留意ください。
・	 製品仕様を満たす窒素ガス濃度 (99.99%N2 以上、ただしアプリケーションによる )
	 窒素ガス濃度が十分でない場合、測定ガス濃度指示値に影響を及ぼす可能性があり

ます。
・	 レーザ光が通過する領域が十分窒素ガスで満たされていること
	 測定ガスが混在していると測定ガス濃度指示値に影響を及ぼします。
・	 レーザ光が通過する領域に光学ノイズがないこと
	 光学ノイズが発生する状態（例えば、プロセス窓表面が曇る場合）では正常にゼロ

校正が行われないため、測定ガス濃度指示値に影響を及ぼす可能性があります。
・	 ゼロ校正を実施する環境で電気ノイズが発生しないこと
	 電気ノイズが発生する環境下では正常にゼロ校正が行われないため、測定ガス濃度

指示値に影響を及ぼす可能性があります。

注記
・	 パージ配管から漏れがあると、正しい結果が得られません。
・	 校正は TDLS8100 の電源を投入してから 1 時間以上経過したあとに実施してくださ

い。
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9.5.1 準備
「9.3	 校正セルの取り付け」を参照して確実に実施してください。配管方法を以下に示
します。

● ゼロ+スパン校正ガス
ゼロ校正ガスに加えてスパン校正ガスも利用可能な配管です。ゼロ校正とスパン校正を
それぞれ実行可能です。

光学部パージ

チェックガス排気口

パージガス

バルブ1
バルブ2

スパン校正ガス ゼロ校正ガス

K9777ZA

光学部パージ

チェックガス排気口

パージガス

バルブ1
バルブ2

スパン校正ガス

バリデーションエリア用
パージガス

バリデーションエリア用パージガス

ゼロ校正ガス

K9777ZK, K9777ZL

本配管では、自動ゼロ・スパン校正を連続して実行することが可能です。連続実行の開
始指令は、YH8000、Modbus、または接点入力から行う方法（半自動実行）と、あらか
じめ設定された時間により開始する方法（自動実行）があります。HART からは半自動実
行できません。自動・半自動実行については「9.8	 バリデーション・校正の自動・半自
動実行」を参照してください。
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連続実行については「9.8.5	 連続自動実行」を参照してください。
TDLS8100 の SV 端子を利用したバルブ自動制御によって、ゼロ校正ガスの流路を切り替
える場合は、TDLS8100 のバルブ用途設定（Valve	usage）で「校正・バリデーション」（Cal/
Val）を選択する必要があります。バルブ用途については、「6.8.2	 バルブ用途設定」を参
照してください。

9.5.2 設定
ゼロ校正の設定メニュー：
	 [HART]	"Detailed	setup>>Calibration>>Zero	calibration"

	 [YH8000]	" >> 設定 > 校正 >> ゼロ校正 "

ゼロ校正を手動実行する際に必要な設定項目を、上記のサブメニュー毎（YH8000 ではタ
ブ毎）に示します。

● Valve
パラメータ名(HART) パラメータ名(YH8000) 説明
Z-cal	auto	vlv	man 手動実行時バルブ連動 ゼロ校正を手動実行時に、SV 端子による自動バルブ

制御を有効にするかを選択します。

9.5.3 実行
ゼロ校正を開始する前に、配管およびゼロ校正の設定に間違いがないか確認してくださ
い。

実行メニューの場所：
	 [HART]	"Diagnosis/Service>>Calibration>>Manual>>Manual	zero	cal"

	 [YH8000]	" >> 実行 >> 校正 >> 手動 >> ゼロ校正 "

(1)	 ゼロ校正の開始
	 HART または YH8000 から上記メニューを開いてゼロ校正を開始します。初めに「ゼ

ロ校正は慎重に行うこと *1」という内容のメッセージが表示されます。次に、自動
バルブ制御が有効の場合は「バルブが自動制御される *2」という内容のメッセージ
が表示されます。この場合、ゼロ校正中にバルブを手動制御する必要はありません。

(2)	 ゼロ校正ガスの導入
	 「校正セルへゼロ校正ガスを導入する *3」という内容の指示が表示されます。自動バ

ルブ制御が無効の場合はバルブを手動制御して、ゼロ校正ガスを校正セルへ導入し
ます。安定確認のため、HART では濃度の標準偏差 (stdev)、YH8000 では濃度トレン
ドが表示されます。ゼロ校正ガスが満たされた状態で、濃度値が十分な時間（目安
として 10 分、少なくとも 1 分以上）安定したことを確認したら、校正を実行します。

(3)	 ゼロ校正結果の確認
	 校正が成功したもしくは失敗した（" 成功 "or" 失敗 "）表示がされます。結果を確認

したら、スパン校正ガスやプロセスガスを導入するために次の画面へ進みます。あ
るいは「再実行」（Retry）を選択することで (2) へ戻って、校正を再実行できます。

(4)	 プロセスガスの導入
	 「校正セルからゼロ校正ガスを排除する *4」という内容の指示が表示されます。自動

バルブ制御が無効の場合はバルブを手動制御して、プロセスガスを校正セルへ導入
します。安定確認のため、HART では濃度の標準偏差 (stdev)、YH8000 では濃度トレ
ンドが表示されます。濃度が安定したことを確認したら、次の画面へ進みます。
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(5)	 ゼロ校正の終了
	 TDLS8100 の校正モードが終了します。

*1：	 [HART]	 WARN-Please	be	careful	to	execute	zero	calibration.
	 	 [YH8000]	本当にゼロ校正を開始してもよろしいですか ?
*2：	 [HART]	 Valves	are	automatically	controlled	during	the	calibration.
	 	 [YH8000]	ゼロガス用のバルブは自動的に開きます。
*3：	 [HART]	 Purge	calibration	cell	with	zero	gas	then	…
		 [YH8000]	校正セルへゼロ校正ガスを導入して下さい。
*4：	 [HART]	 Ensure	zero	gas	is	completely	removed	from	calibration	cell	and	…
		 [YH8000]	校正セルからゼロ校正ガスを排除して下さい。

注記
ゼロ校正が失敗したときは、下記の Warning が発生します。対処法については、「10.2	
Warning が発生した時の表示と処置」を参照してください。

アラーム番号 アラーム名
16 ゼロ校正エラー（Zero	Cal	Error）

9.5.4 タイムチャート
手動ゼロ校正実行中のバルブ動作と、AO/DO 出力が Cal/Val モードに遷移するタイミン
グを示します。Cal/Val モード時には、AO を出力ホールドする等の設定が可能です。Cal/
Val モード時の AO/DO 出力設定は「6.4.2	出力ホールド」と「6.5.1	DO 接点 (DO-1)」を参
照してください。
下図において、Valve1、Valve2 の動作切り替えは、操作画面の指示にしたがって手動で
行います。自動バルブ制御を有効に設定している場合は自動でバルブが切り替わるため、
操作者による「バルブ手動操作」は不要です。

操作者 HART/HMI画面 Valve1 Valve2
AO/DO
モード

【画面操作】ゼロ校正開始 OFF OFF 通常出力
【バルブ手動操作】ゼロ校正ガス導入

ゼロ校正ガス導入中
画面表示 ON OFF

Cal/Val

（ガス濃度が安定するまで待つ）

（校正結果確認）
【画面操作】次に進む（またはRetry）
【バルブ手動操作】ゼロ校正ガス排除

ゼロ校正ガス排除中
画面表示 OFF OFF

（ガス濃度が安定するまで待つ）

【画面操作】次に進む

【画面操作】実行ボタンを押す

ゼロ校正終了画面表示

ゼロ校正結果表示

通常出力

時間

図9.14 ゼロ校正のバルブ、AO/DO出力
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9.6 スパン校正
スパン校正とは、校正セルへガス濃度が既知のスパン校正ガスを導入し、その濃度値に
合わせる機能です。
正しくスパン校正を行うためには、以下の項目にご留意ください。
・	 正確な濃度であるガスを、スパン校正ガスとしてご使用ください。
・	 スパン校正ガスを導入する領域が十分スパン校正ガスで満たされている状態（校正

ガスをパージ後、指示値が十分に安定したことを確認した状態）でスパン校正を実
行してください。

・	 レーザ光が通過する領域に光学ノイズがないこと
	 光学ノイズが発生する状態（特にプロセス窓表面状態が変化する条件下）では正常

にスパン校正が行われないため、測定ガス濃度指示値に影響を及ぼす可能性があり
ます。

・	 スパン校正を実施する環境で電気ノイズが発生しないこと
	 電気ノイズが発生する環境下では正常にスパン校正が行われないため、測定ガス濃

度指示値に影響を及ぼす可能性があります。

注記
・	 パージ配管から漏れがあると、正しい結果が得られません。
・	 校正は TDLS8100 の電源を投入してから 1 時間以上経過したあとに実施してくださ

い。
・	 指示値が安定しない状態でスパン校正を実施すると正しい測定値が得られない可能

性があります。
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9.6.1 準備
「9.3	 校正セルの取り付け」を参照して確実に実施してください。配管方法は以下の 2
種類があります。

● ゼロ+スパン校正ガス
スパン校正ガスに加えてゼロ校正ガスも利用可能な配管です。ゼロ校正とスパン校正を
それぞれ実行可能です。

光学部パージ

チェックガス排気口

パージガス

バルブ1
バルブ2

スパン校正ガス ゼロ校正ガス

K9777ZA

光学部パージ

チェックガス排気口

パージガス

バルブ1
バルブ2

スパン校正ガス

バリデーションエリア用
パージガス

バリデーションエリア用パージガス

ゼロ校正ガス

K9777ZK, K9777ZL

本配管では、自動ゼロ・スパン校正を連続して実行することが可能です。
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9.6.2 設定
スパン校正の設定メニュー：
	 [HART]	"Detailed	setup>>Calibration>>Span	calibration"

	 [YH8000]	" >> 設定 > 校正 >> スパン校正 "
スパン校正を手動実行する際に必要な設定項目を、上記のサブメニュー毎（YH8000 では
タブ毎）に示します。

● Parameter
パラメータ名(HART) パラメータ名

(YH8000)
説明

S-cal	gas	type ガス種別 スパン校正ガスのガス種類を選択します（2 成分計のみ）
S-cal	gas	conc 濃度 スパン校正ガス濃度を入力します
S-cal	pres	mode 圧力 スパン校正実行中の圧力モードを選択します (*1)
S-cal	pres	fix	val 固定値 圧力（S-cal	pres	mode）が「固定値」（Fixed）である場

合の圧力を入力します
S-cal	temp	mode 温度 スパン校正実行中の温度モードを選択します (*1)
S-cal	temp	fix	val 固定値 温度（S-cal	temp	mode）が「固定値」（Fixed）である

場合の温度を入力します
S-cal	OPL	mode 光路長 スパン校正実行中の光路長モードを選択します (*1)
S-cal	OPL	fix	val 固定値 光路長（S-cal	OPL	mode）が「固定値」（Fixed）である

場合のプロセス光路長を入力します
*1：	「プロセス設定」（Process	parameter）：プロセスパラメータの設定値を利用します
	 「固定値」（Fixed	value）：固定値にします

注記
2 成分計において、2 種類のガスのスパン校正を同時に設定することはできません。" ガ
ス種別 "（"S-cal	gas	type"）で選択されたガス種類についてのみ、設定が有効になり、ス
パン校正を実行できます。校正対象ガスを切り替える際は、その都度 " ガス種別 "（"S-cal	
gas	type"）を変更する必要があります。また、自動実行可能なスパン校正ガスも 1 種類
のみとなります。

● Valve
パラメータ名(HART) パラメータ名(YH8000) 説明
S-cal	auto	vlv	man 手動実行時バルブ連動 スパン校正を手動実行時に、SV 端子による自動バルブ

制御を有効にするかを選択します。
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9.6.3 実行
スパン校正を開始する前に、配管およびスパン校正の設定に間違いがないか確認してく
ださい。

実行メニューの場所：
	 [HART]	"Diagnosis/Service>>Calibration>>Manual>>Manual	span	cal"

	 [YH8000]	" >> 実行 >> 校正 >> 手動 >> スパン校正 "

(1)	 スパン校正の開始
	 HART または YH8000 から上記メニューを開いてスパン校正を開始します。この際、

自動バルブ制御が有効の場合は「バルブが自動制御される *1」という内容のメッセー
ジが表示されます。この場合、スパン校正中にバルブを手動制御する必要はありま
せん。

(2)	 スパン校正ガスの導入
	 「校正セルへスパン校正ガスを導入する *2」という内容の指示が表示されます。自動

バルブ制御が無効の場合は、バルブを手動制御してスパン校正ガスを校正セルへ導
入します。安定確認のため、HART では濃度の標準偏差 (stdev)、YH8000 では濃度ト
レンドが表示されます。スパン校正ガスが満たされた状態で、濃度値が十分な時間（目
安として 10 分、少なくとも 1 分以上）安定したことを確認したら、校正を実行します。

(3)	 スパン校正結果の確認
	 校正が成功したもしくは失敗した（" 成功 "or" 失敗 "）表示がされます。結果を確認

したら、プロセスガスを導入するために次の画面へ進みます。あるいは「Retry」を
選択することで (2) へ戻って、校正を再実行できます。

(4)	 プロセスガスの導入
	 「校正セルからスパン校正ガスを排除する *3」という内容の指示が表示されます。自

動バルブ制御が無効の場合は、バルブを手動制御してプロセスガスを校正セルへ導
入します。安定確認のため、HART では濃度の標準偏差 (stdev)、YH8000 では濃度ト
レンドが表示されます。濃度が安定したことを確認したら、次の画面へ進みます。

(5)	 スパン校正の終了
	 TDLS8100 の校正モードが終了します。

*1：	 [HART]	 Valves	are	automatically	controlled	during	the	calibration.
	 	 [YH8000]	スパンガス用のバルブは自動的に開きます。
*2：	 [HART]	 Purge	calibration	cell	with	span	gas	then	…
		 [YH8000]	校正セルへスパン校正ガスを導入して下さい。
*3：	 [HART]	 Ensure	span	gas	is	completely	removed	from	calibration	cell	and	…
		 [YH8000]	校正セルからスパン校正ガスを排除して下さい。

注記
スパン校正が失敗したときは、下記の Warning が発生します。対処法については、「10.2	
Warning が発生した時の表示と処置」を参照してください。

アラーム番号 アラーム名
17 スパン校正エラー（Span	Cal	Error）
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9.6.4 タイムチャート
手動スパン校正実行中のバルブ動作と、AO/DO 出力が Cal/Val モードに遷移するタイミ
ングを示します。Cal/Val モード時には、AO を出力ホールドする等の設定が可能です。
Cal/Val モード時の AO/DO 出力設定は「6.4.2	 出力ホールド」と「6.5.1	DO 接 点 (DO-1)」
を参照してください。
下図において、Valve1、Valve2 の動作切り替えは、操作画面の指示にしたがって手動で
行います。自動バルブ制御を有効に設定している場合は自動でバルブが切り替わるため、
操作者による「バルブ手動操作」は不要です。

操作者 HART/HMI画面 Valve1 Valve2
AO/DO
モード

【画面操作】スパン校正開始 OFF OFF 通常出力
【バルブ手動操作】スパン校正ガス導入

スパン校正ガス導入中
画面表示 ON ON

Cal/Val

（ガス濃度が安定するまで待つ）

（校正結果確認）
【画面操作】次に進む（またはRetry）
【バルブ手動操作】スパン校正ガス排除

スパン校正ガス排除中
画面表示 OFF OFF

（ガス濃度が安定するまで待つ）

【画面操作】次に進む

【画面操作】実行ボタンを押す

スパン校正終了画面表示

スパン校正結果表示

通常出力

時間

図9.15 

9.7 校正データの履歴と復元
校正・バリデーション結果の履歴確認と、ゼロ・スパン校正データを以前の状態に復元
する機能を説明します。

● 校正・バリデーション履歴
HART 経由では最新の 10 件、YH8000 では 99 件を確認できます。履歴の表示内容につい
ては、「8.5.6	 Cal/Val 履歴画面」を参照してください。以下のメニューから確認できます。
	 [HART]	"Diagnosis/Service>>Logbook>>Read	cal/val	record"
	 [YH8000]	" >> ログブック >> 校正・バリデーション履歴 "

● 校正データの復元
ゼロ・スパン校正について、過去の校正結果を復元することができます。復元はゼロ・
スパンそれぞれ個別に実行できます。復元の元データは以下の 2 種類から選択できます。
・	 Previous
	 1つ前に実行した校正データを復元します。実行すると、現在の校正データが過去デー

タとして保存されます。したがって、復元を 2 回実行すると現在の校正データに戻
ります。

・	 Factory
	 出荷時の校正データを復元します。実行すると、現在の校正データが過去データと

して保存されます。したがって、「出荷時設定」（Factory）復元後に「前回値」（Previous）
を復元すると、元の現在データに戻ります。

実行メニューの場所：
	 [HART]	"Diagnosis/Service>>Calibration>>Restore"

	 [YH8000]	" >> 実行 >> 校正 >> 校正値復元 "
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9.8 バリデーション・校正の自動・半自動実行
校正・バリデーションは、お客さまの画面操作によって実行する手動校正・手動バリデー
ションの他に、あらかじめ設定された時刻・時間間隔で実行する自動校正・自動バリデー
ション、YH8000、HARTや接点入力、Modbusからの開始指令によって実行する半自動校正・
半自動バリデーションがあります。

自動・半自動実行ではバルブが自動制御されるため、事前にチェックガス・校正ガスを
導入する時間を設定します。下図のとおり、校正ガス（あるいはチェックガス）を導入
している時間のことを「校正（バリデーション）時間」と呼び、その後のプロセスガス
によってパージしている時間を「安定待ち時間」と呼びます。安定待ち時間は、測定値
が通常プロセス値へ安定的に復帰するまでの待ち時間です。安定待ち時間が終了するま
で TDLS8100 は Cal/Val 状態であり、AO を出力ホールドします。下図はリモート実行の
例であり、接点入力により開始しています。

接点入力

校正（チェック）
ガスパージ

プロセスパージ

AO、DO

校正
（バリデーション）時間

安定待ち時間

AOホールド、DOオン

注記
校正・バリデーション実行中の AO ホールド動作および DO の ON 動作は設定により無効
にすることが可能です。詳しくは「6.4.2	 出力ホールド」、「6.5.1	 DO 接点 (DO-1)」を参
照してください。

9.8.1 準備
自動実行または半自動実行する前に、実行したい校正・バリデーションに合わせた配管
を確実に行ってください。配管図は、各校正・バリデーションの項を参照してください。

9.8.2 設定
自動・半自動実行する際は、手動実行と共通で設定が必要なパラメータに加えて、自動
化に関する設定が必要です。手動実行と共通の設定は、各校正・バリデーションの「設定」
の項に記載された内容です。自動化に関する設定は 2 種類あり、メニューの場所は各校
正・バリデーションの「設定」の項に記載された場所と同じです。オンラインバリデーショ
ンの場合は以下となります。
	 [HART]	"Detailed	setup>>Validation>>Online	validation	#"

	 [YH8000]	" >> 設定 >> バリデーション >> オンラインバリデーション #"
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● 校正ガスあるいはチェックガスとプロセスガスのパージ時間
自動・半自動に関わらず、必ず設定が必要です。オンラインバリデーション 1 を例に設
定項目を示します。

パラメータ名
（HART）

パラメータ名
（YH8000） 説明

Onval1	gas	purg	time Val ガスパージ時間 オンラインバリデーション 1 用チェックガスのパージ
時間を入力します。「バリデーション時間」に相当しま
す。

Onval1	nml	purg	time 通常ガスパージ時間 プロセス測定時の通常パージガスのパージ時間を入力
します。「安定待ち時間」に相当します。

● 自動実行に関する設定
自動実行する際に、利用したい実行方法に関する設定が必要です。半自動実行する際は
設定不要です。
・	 時間実行の場合に設定するパラメータ
	 オンラインバリデーション 1 を例に設定項目を示します。

パラメータ名
（HART）

パラメータ名
（YH8000）

説明

Onval1	time	initiate 自動実行 オンラインバリデーション 1 の時間実行を有効にします
Onval1	init	date 開始日時 初回の実行日を入力します
Onval1	init	time 初回の実行時刻を入力します
Onval1	day	cycle 周期 ( 日 ) 時間実行の日 (day) 単位の周期を入力します
Onval1	hour	cycle 周期 ( 時 ) 時間実行の時間 (hour) 単位の周期を入力します

	 設定例として初回の実行日時＝「2015/1/1	12:00:00」、day 周期＝「10」、hour 周期＝「0」
のとき、時間実行される日時は、「2015/1/11	12:00:00」、「2015/1/21	12:00:00」…と
なります。

注記
時間実行の日単位のおよび時間単位の周期がいずれも「0」の場合は初回の実行日時に一
度だけ自動実行されます。

・	 接点入力を利用する場合は、「6.7	 接点入力設定」を参照してください。
・	 Modbus 指令を利用する場合は、パラメータの設定は不要です。指令アドレスは

「11.2	コイル」を参照してください。
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9.8.3 実行
実行する前に、準備および設定に間違いがないかを確認してください。

注記
校正・バリデーション実行中に、別の校正・バリデーションの開始要求が重なった場合、
その開始要求は無視されます。例えば、手動校正を実行中に自動校正の時間実行のタイ
ミングが重なった場合、時間実行の要求は無視されます。この際、アラーム履歴に自動
実行の要求が無視された（スキップされた）ことが記録されます。

自動校正・自動バリデーションは設定した時間周期で実行されるため、実行操作はあり
ません。ここでは、半自動（セミオート）実行の手順をオンラインバリデーション 1 の
例で説明します。

半自動（セミオート）実行メニューの場所：
	 [HART]	"Diagnosis/Service>>Calibration>>Semi-auto"
	 	 "Diagnosis/Service>>Validation>>Semi-auto"

	 [YH8000]	" >> 実行 >> 校正 >> 半自動 "

	 	 " >> 実行 >> バリデーション >> 半自動 "

● HART実行画面
(1)	 半自動オンラインバリデーションの開始
	 "Semi-auto	online	val	1" を実行します。[OK] ボタンを押します。

 
	 次の画面で [ENTER] ボタンを押します。
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(2)	 チェックガスの導入
	 バリデーションが開始すると、自動的に流路が変更されてチェックガスがバリデー

ションセル内へ導入されます。パージ時間は設定値 "Onval1	gas	purg	time" で入力し
た時間となります。「ABORT」ボタンを押すと、バリデーションを中断します。

 
(3)	 チェックガスの排出（プロセスパージ）
	 自動的に流路が変更されて、通常プロセス用のパージガスがバリデーションセル内

へ導入されることで、チェックガスが排出されます。パージ時間は設定値 "Onval1	
nml	purg	time" で入力した時間となります。「ABORT」ボタンを押すと、バリデーショ
ンを中断します。

 
(4)	 バリデーション結果の確認
	 バリデーションが合格か(PASSED)不合格か(FAILED)の結果が表示され、バリデーショ

ンが終了します。不合格の場合は Warning が発生します（「9.2.3	実行」参照）。「OK」
ボタンを押してメニューに戻ります。
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● YH8000実行画面
(1)	 バリデーションの開始
	 Semi-Auto	Online	Validation	1 を開始します。「開始」ボタンを押すと開始します。

 
(2)	 チェックガスの導入
	 バリデーションが開始すると、自動的に流路が変更されてチェックガスがバリデー

ションセル内へ導入されます。パージ時間は設定値 "Val ガスパージ時間 " で入力し
た時間となります。「中止」ボタンを押すと、バリデーションを中断します。
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(3)	 チェックガスの排出（プロセスパージ）
	 自動的に流路が変更されて、通常プロセス用のパージガスがバリデーションセル内

へ導入されることで、チェックガスが排出されます。パージ時間は設定値 " 通常ガス
パージ時間 " で入力した時間となります。「中止」ボタンを押すと、バリデーション
を中断します。

 
(4)	 バリデーション結果の確認
	 バリデーションが合格か(PASSED)不合格か(FAILED)の結果が表示され、バリデーショ

ンが終了します。不合格の場合は Warning が発生します（「9.2.3	 実行」参照）。「OK」
ボタンを押して設定メニューに戻ります。

 

9.8.4 自動・半自動実行の安定待ち時間の中断
校正・バリデーションの自動・半自動実行における、プロセスパージによる安定待ち時
間は、測定値が安定に復帰するまでの待ち時間であり、校正・バリデーション結果には
影響しません。したがって、お客さまでプロセス測定値が安定に復帰したと判断した段
階で、安定待ち時間を中断して、校正・バリデーションを終了できます。これにより必
要以上に長い時間、安定を待つことを回避できます。安定待ち時間については「9.8	
バリデーション・校正の自動・半自動実行」を参照してください。

注記
オンラインバリデーションについてのみ、通常プロセス状態での測定値をバリデーショ
ン結果に利用するため、安定待ち時間を中断できません。中断すると、バリデーション
自体が中断されてしまい、結果が表示されません。
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例として、半自動（セミオート）スパン校正の安定待ち時間を中断する手順を示します。
(1)	 スパン校正ガスの導入
	 半自動スパン校正を実行すると、スパン校正ガスの導入が始まります。この段階で

[ABORT] ボタンを押すと、スパン校正が中断されるので注意してください。

 
(2)	 プロセスガスの導入
	 スパン校正ガスのパージ時間が経過した直後に、TDLS8100 はスパン校正結果を演算

します。その後、プロセスガスが導入されます。この段階でスパン校正は完了して
いるため、安定待ち時間を途中終了しても、スパン校正結果を確認できます。濃度
が安定したことを確認して [ABORT] ボタンを押します。

 
(3)	 校正結果の確認
	 スパン校正結果が表示されます。[OK] を押してメニューに戻ります。
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9.8.5 連続自動実行
自動実行または半自動実行によって、ゼロ校正、スパン校正を続けて実行したり、オフ
ラインバリデーションで、チェックガス 1、チェックガス 2 によるバリデーションを続け
て実行することができます。
連続実行可能な組み合わせを以下に示します。
・	 ゼロ校正とスパン校正（ゼロ + スパン校正）
・	 オフラインバリデーション 1 とオフラインバリデーション 2（オフラインバリデー

ション 1+2）

連続自動実行する際は、以下の準備を行う必要があります。
配管：	 	 両方の自動校正またはバリデーションを実行可能な配管にする
設定：	 	 それぞれの自動校正またはバリデーションの設定を行う
自動実行設定：	 「9.8.2	 設定」を参照して自動実行にかかわる設定を行う

各連続自動実行について、設定と詳細動作について説明します。

● ゼロ+スパン校正
配管：	 	 	 「9.1.1	 透過率校正」の「ゼロ + スパン校正」の配管にします
設定：	 	 	 	ゼロ校正（9.5.2 項参照）およびスパン校正（9.6.2 項参照）の設定をします
自動実行設定：	 以下のメニューから必要に応じて設定します
	 	 [HART]	"Detailed	setup>>Calibration>>Zero+Span	calibration"

	 	 [YH8000]	" >> 設定 >> 校正 >> ゼロ + スパン校正 "
半自動実行の実行メニューの場所：
	 	 [HART]	（HART からは実行できません）

	 	 [YH8000]	" >> 実行 >> 校正 >> 半自動 >> ゼロ＋スパン校正 "
タイムチャート：	 	ゼロ + スパン校正実行中のバルブ動作と、AO/DO 出力が Cal/Val

モードに遷移するタイミングを示します。自図では半自動実行を例
にします。

 

操作者 YH8000画面 Valve1 Valve2
AO/DO
モード

【画面操作】半自動ゼロ+スパン校正開始 OFF OFF 通常出力
【バルブ自動制御】ゼロ校正ガス導入

ゼロ校正ガス導入中
画面表示

スパン校正ガス導入中
画面表示

ON OFF

ON ON Cal/Val

（ゼロ校正時間経過）

（スパン校正時間経過）

【バルブ自動制御】スパン校正ガス排除
スパン校正ガス排除中
画面表示 OFF OFF（スパン校正安定待ち時間経過）

【バルブ自動制御】スパン校正ガス導入

スパン校正終了画面表示 通常出力

時間
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● オフラインバリデーション1+2
配管：	 	 	 	9.4.1 項に記載の「オフラインバリデーション専用」の配管にしま

す
設定：	 	 	 	オフラインバリデーションの設定（9.4.2 項参照）を、バリデーショ

ン 1 と 2 の両方について行います
自動実行設定：	 以下のメニューから必要に応じて設定します
	 	 [HART]	"Detailed	setup>>Validation>>Offline	validation	1+2"

	 	 [YH8000]	" >> 設定 >> バリデーション >> オフラインバリデーション 1+2"
半自動実行の実行メニューの場所：
	 	 [HART]	"Diagnosis/Service>>Validation>>Semi-auto>>Semi-auto	offline	val	1+2"

	 	 [YH8000]	" >> 実行	>> バリデーション >> 半自動 >> オフラインバリデーション 1+2"
タイムチャート：	 	オフラインバリデーション 1+2 実行中のバルブ動作と、AO/DO 出

力が Cal/Val モードに遷移するタイミングを示します。次図では半
自動実行を例にします。

 

操作者 HART/YH8000画面 Valve1 Valve2
AO/DO
モード

【画面操作】半自動オフラインバリデーション1+2開始 OFF OFF 通常出力
【バルブ自動制御】チェックガス1導入

チェックガス1導入中
画面表示

チェックガス2導入中
画面表示

ON OFF

ON ON Cal/Val

（オフラインバリデーション1の
　バリデーション時間経過）

（オフラインバリデーション2の
　バリデーション時間経過）

【バルブ自動制御】チェックガス2排除
チェックガス2排除中
画面表示 OFF OFF（オフラインバリデーション2の

　安定待ち時間経過）

【バルブ自動制御】チェックガス2導入

オフラインバリデーション1+2
結果表示

通常出力

時間

9.9 アナログ入力の校正
アナログ入力端子 (AI) のアナログ－デジタル変換の校正について説明します。
TDLS8100 は校正済の状態で出荷されるため、通常は校正を実行する必要はありません。

注意
アナログ入力の校正は「Passive	AI」で行う必要があります。「3.2.2	 温度、圧力伝送器と
の接続」の設定を確認し、「Active	AI」になっている場合は一度電源を落とし、「Passive	
AI」に切り替えてください。

実行メニューの場所：
	 [HART]	"Diagnosis/Service>>Trim	analog	channel>>Trim	AI-1	(Pres)"
	 	 "Diagnosis/Service>>Trim	analog	channel>>Trim	AI-2	(Temp)"

	 [YH8000]	" >> 設定 >>I/O>> アナログ入力 >>AI-1( 圧力 )>> 校正 "

	 	 " >> 設定 >>I/O>> アナログ入力 >>AI-2( 温度 )>> 校正 "

校正手順は以下のとおりです。
(1)	 HART あるいは YH8000 から AI 校正を開始します。
(2)	 電流発生器を AI 端子に接続して、画面の指示どおり 4mA を入力します。
(3)	 アナログ入力が安定したことを確認し、次の画面に遷移します。
(4)	 画面の指示どおり 20mA を入力します。
(5)	 アナログ入力が安定したことを確認し、次の画面に遷移します。校正が完了します。
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注記
プロセス圧力あるいは温度をアナログ入力に設定している状態でアナログ入力校正を実
行する場合、校正中の圧力あるいは温度の値は、バックアップ機能に基づいて計算され
ます。例として、圧力のバックアップモード（Backup	mode）＝「バックアップ値」（Backup	
value）、バックアップ設定値（Backup	set	value）＝「101.0	kPa」の時、AI-1 で校正中の
圧力値は 101.0	kPa に固定されます。バックアップ機能については、「5.3.3	プロセス圧力
の設定」を参照してください。

注意
プロセスに復帰させる際は「Active	AI」「Passive	AI」が正しく選択されていることを確認
してから電源を投入してください。

9.10 アナログ出力の校正
アナログ出力端子 (AO) のデジタル－アナログ変換の校正について説明します。TDLS8100
は校正済の状態で出荷されるため、通常は校正を実行する必要はありません。

実行メニューの場所：
	 [HART]	"Diagnosis/Service>>Trim	analog	channel>>Trim	AO-1	(PV)"
	 	 "Diagnosis/Service>>Trim	analog	channel>>Trim	AO-2	(SV)"

	 [YH8000]	" >> 設定	>>I/O>> アナログ出力 >>AO-1>> 校正 "

	 	 " >> 設定	>>I/O>> アナログ出力 >>AO-2>> 校正 "

校正手順は以下のとおりです。
(1)	 電流測定器を AO 端子に接続します。
(2)	 HART あるいは YH8000 から AO 校正を開始します。
(3)	 4mA 相当の電流が出力されるので、測定器の値が安定したら実測値を入力します。
(4)	 20mA 相当の電流が出力されるので、測定器の値が安定したら実測値を入力します。
(5)	 校正が完了します。

注記
アナログ出力校正の終了時、20mA の固定出力を解除して通常のアナログ出力に復帰しま
す。この際、AO ループチェックによる模擬出力も解除されます。例えば、AO-1 でルー
プチェックを実行中にアナログ出力校正を実行すると、校正終了時に AO-1 は通常出力に
復帰します。

9.11 ループチェック
「5.4	 ループチェック（模擬出力）」を参照してください。
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9.12 アラーム履歴
過去に発生したアラーム（Fault および Warning）の履歴を確認できます。また、アラー
ム以外でも表 9.1 に示す事象が発生すると、メッセージとして記録されます。

メニューの場所：
	 [HART]	"Diagnosis/Service>>Logbook>>Read	alarm/message	record"
	 [YH8000]	" >> ログブック >> アラーム履歴 "

アラーム履歴に表示される内容は、以下のとおりです。
・	 Fault および Warning の発生日時、および、消滅日時
・	 メッセージの発生日時
・	 アラーム / メッセージの詳細番号（特定のアラーム / メッセージのみ）
	 当社サービスのトラブルシュート用途です。HART および YH8000 では「Sub」欄に

表示されます。

HART 経由では最新の 30 件、YH8000 では 99 件を確認できます。YH8000 のアラーム履
歴画面の説明は、「8.5.5	 アラーム履歴画面」を参照してください。
Fault および Warning の内容については「10.	トラブルシューティング」を参照してくだ
さい。
メッセージとして記録される内容を以下に示します。
表9.1

番号 メッセージ（YH8000） メッセージ（HART） 説明
66 電源オン Power	On 電源が投入された
67 WDT による再起動 Restarted	by	WDT ウォッチドッグタイマによって強制再

起動した
68 電源異常による再起動 Restarted	by	Power	Failure 電源監視 IC によって強制再起動した
69 レーザモジュール交換 Laser	Module	Replaced レーザモジュールが交換された
70 ブートローダ更新 Boot	loader	Updated ブートローダが更新された
71 ファーム更新 Firmware	Updated ファームウェアが更新された
72 FPGA 更新 FPGA	Updated CIO-FPGA が更新された
73 設定情報ファイル更新 Config	File	Updated 設定ファイルが更新された
74 バックアップ設定情報ロード Backup	Config	Loaded バックアップ設定が読まれた
75 デフォルト設定情報ロード Default	Config	Loaded 出荷時設定が読まれた
76 デフォルトファームロード Default	Firmware	Loaded 出荷時のファームウェアが読まれた
77 デフォルト HART 設定ロード Default	HART	config	loaded HART 関連パラメータの ROM 初期値が

読まれた
78 外部操作によるリセット Reset	by	External	Operation 外部指令により再起動された
79 時刻合わせ RTC	was	Adjusted リアルタイムクロックの現在時刻が設

定された
80 ゼロ校正スキップ Auto	Zero	Cal	was	Skipped 自動ゼロ校正の開始指令がスキップさ

れた
81 スパン校正スキップ Auto	Span	Cal	was	Skipped 自動スパン校正の開始指令がスキップ

された
83 バリデーションスキップ Auto	Validation	was	Skipped 自動バリデーションの開始指令がス

キップされた
84 HMI 接続 HMI	Connected YH8000 が接続された
85 HMI 切断 HMI	Disconnected YH8000 が切断された
86 HMI 切断 (recv) HMI	disconnected	(receive) 受信中に YH8000 が切断された
87 HMI 切断 (send) HMI	Disconnected(recv) 送信中に YH8000 が切断された
88 履歴ファイル破損 History	File	was	Corrupted 履歴ファイルが破損した
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9.13 TDLS8100に保存されたデータの取得
TDLS8100 内、または YH8000 内の USB ポートに USB メモリを接続することで、
TDLS8100のメモリ上にあるデータを取得することができます。取得されたデータのうち、
以下のファイルは、専用のファイル変換ソフトウェアによって “.csv” 形式に変換するこ
とで Excel などの表計算ソフトやテキストエディタで内容を確認することができます。
フォルダ名 ファイル名 内容
DATA YYMMDD.rst 濃度、透過率、プロセス温度、圧力、器内温度、AI1、AI2、AO1、

AO2 のトレンドデータ
YYMMDD.spc 自動保存されたスペクトルデータ
YYMMDD.spr 自動保存されたリファレンスセルのスペクトルデータ

CAPTURE xxxxxxx.spc 手動保存されたスペクトルデータ
xxxxxxx.spr 手動保存されたリファレンスセルのスペクトルデータ

LOG current.alm アラーム履歴
backup.alm アラーム履歴（バックアップ）
current.cal 校正 / バリデーション履歴
backup.cal 校正 / バリデーション履歴（バックアップ）
current.spc バリデーション時のスペクトルデータ
backup.spc バリデーション時のスペクトルデータ（バックアップ）

ファイル変換ソフトウェアは弊社下記サイトよりダウンロードしてください（会員登録
が必要です）。
https://partner.yokogawa.com/japan/an/

データの取得は以下の手順で行います。
(1)	 空の USB メモリ *1 を TDLS8100 または YH8000 の USB ポートに接続します。
(2)	 TDLS8100 に接続した場合は自動的にファイルのダウンロードが始まります。

YH8000 に接続した場合は画面の指示にしたがって操作することでダウンロードが始
まります。

(3)	 TDLS8100 に接続した場合は画面上に” Download	complete” が表示されたら、USB
を抜いてください。	
YH8000 に接続した場合は画面の指示にしたがって USB を抜いてください。

*1	 USB メモリは 1	GB 以上のものをご使用ください。ただし、USB メモリの種類によっては正しく動作し
ない場合があります。

USB ポート

YH8000 TDLS8100
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10. トラブルシューティング
本章では、TDLS8100 によって検出される Fault や Warning について説明します。また、
それ以外の問題が発生した場合の点検、および修復方法を説明します。

10.1 Faultが発生した時の表示と処置
Fault とは、TDLS8100 の自己診断機能によって監視している各種診断情報が、明らかに
異常値になり、正しく濃度演算ができなくなった場合に発生するアラームで、故障の可
能性のあるものです。Fault が発生した場合、TDLS8100 の出力、表示は以下のようにな
ります。
・	 アナログ出力は設定された状態になります
・	 Fault 接点が開になります
・	 Fault	LED（赤）が点灯します
・	 YH8000 のディスプレイにアラームインジケータが点滅します
・	 HART 通信上でアラーム内容を表示します（「7.4	 アラーム定義 (Status	group)」参照）
・	 ディスプレイにアラーム内容を表示します

Fault の種類と対処法を下表に示します。Fault の種類を識別するために、アラーム番号を
定義しています。Fault の表示名は、YH8000、HART、ディスプレイ画面上でそれぞれ省
略形が異なりますが、アラーム番号も併せて表示されるため、番号で識別可能です。アラー
ムによっては、当社サービスによるトラブルシュート用途で、詳細内容を示す詳細番号
も表示されます。

注記
Safety モードが有効の場合、Fault は一度発生すると、発生要因が取り除かれても、自動
的に解除されません。一部の Fault を除き、保持アラーム解除（Clear	Latched	Alarms）
を実行することで解除できますが、Fault 要因が継続している場合は再度発生します。こ
の場合、機器故障の可能性がありますので当社サービスに連絡してください。
Clear	Latched	Alarms メニューの場所：
	 [HART]	"Diagnosis/Service>>System>>Clear	Latched	Alarms"

	 [YH8000]	" >> 実行 >> システム >> 保持アラーム解除 "
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番号 表示名(HART) 内容 対処法
45 Laser	Md	Temp	Low 光学モジュール温度が低すぎます。 アナライザ部の周囲温度を確認してくださ

い。
当社サービスに連絡してください。

46 Laser	Md	Temp	High 光学モジュール温度が高すぎます。 アナライザ部の周囲温度を確認してくださ
い。
当社サービスに連絡してください。

47 Laser	Temp	Low レーザ温度が低すぎます。 当社サービスに連絡してください。
48 Laser	Temp	High レーザ温度が高すぎます。 当社サービスに連絡してください。
50 Peak	Center	OOR 吸収ピーク位置が範囲外です。 当社サービスに連絡してください。
51 Ref	Peak	Height	Low 参照ピーク高さが低すぎます。 当社サービスに連絡してください。
53 Transmission	Lost 透過率が測定を継続できない程に

低下しています。
アライメントが正しく調整されているか確
認してください。レーザ光がさえぎられて
いないか確認してください。プロセス窓が
汚れていないか確認してください。詳細は

「9.1	 レーザ光と透過率の維持」をご参照く
ださい。

54 Ref	Trans	Low リファレンスセルの透過率が低す
ぎます。

当社サービスに連絡してください。

55 R	Peak	Height	High リファレンスセルのピーク高さが
高すぎます。

当社サービスに連絡してください。

57 Laser	Unit	Fail アナライザ部の故障が発生しまし
た。

当社サービスに連絡してください。

58 Inter	Comm	Fail 内部通信異常が発生しました。 当社サービスに連絡してください。
59 Laser	Module	Error 光学モジュールの故障が発生しま

した。
当社サービスに連絡してください。(*1)

60 File	Access	Error ファイルアクセスに失敗しました。 当社サービスに連絡してください。(*1)
61 EEPROM	Error EEPROM の故障が発生しました。 当社サービスに連絡してください。(*1)
62 LU	Connect	Error アナライザ部の異常が発生しまし

た。
当社サービスに連絡してください。

63 FPGA	Failure FPGA の故障が発生しました。 当社サービスに連絡してください。(*1)
64 Program	Error 内部異常が発生しました。 当社サービスに連絡してください。(*1)

*1：	 Clear	Latched	Alarms では解除できません。TDLS8100 を再起動しても再度発生する場合は、当社サービ
スに連絡してください。

10.2 Warningが発生した時の表示と処置
Warning とは、TDLS8100 の自己診断機能によって監視している各種診断情報が、正常範
囲から外れた場合に発生するアラームです。Warning が発生した場合、TDLS8100 の出力
表示は以下のようになります。
・	 アナログ出力は設定された状態になります（出荷時のホールド設定はオフ）
・	 DO 接点出力が出力されます（接点出力の配線は「5.3.6	プロセスアラーム設定」を

参照してください）
・	 DO	LED（黄）が点灯します
・	 YH8000 のディスプレイにアラームインジケータが点滅します
・	 HART 通信上でアラーム内容を表示します（「7.4	 アラーム定義 (Status	group)」参照）
・	 ディスプレイにアラーム内容を表示します

Warning の種類と対処法を次表に示します。Warning の種類を識別するために、アラー
ム番号を定義しています。Warning の表示名は、YH8000、HART、ディスプレイ上でそれ
ぞれ省略形が異なりますが、アラーム番号も併せて表示されるため、番号で識別可能です。
アラームによっては、当社サービスによるトラブルシュート用途で、詳細内容を示す詳
細番号も表示されます。
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番号 表示名(HART) 内容 対処法
1 Transmission	

Low
透過率が下限値以下です。 アライメントが正しく調整されているか確認し

てください。レーザ光がさえぎられていないか確
認してください。プロセス窓が汚れていないか確
認してください。下限アラームしきい値をご確認
ください。詳細は「9.1	レーザ光と透過率の維持」
をご参照ください。

2 Pressure	Low プロセス圧力が下限値以下です。 プロセスガスの圧力をご確認ください。ガス圧
力測定器の信号が正しいか確認してください。AI
のレンジ設定が正しいか確認してください。下
限アラームしきい値をご確認ください。詳細は

「5.3.6	プロセスアラーム設定」をご参照ください。
3 Pressure	High プロセス圧力が上限値以上です。 プロセスガスの圧力をご確認ください。ガス圧

力測定器の信号が正しいか確認してください。AI
のレンジ設定が正しいか確認してください。上
限アラームしきい値をご確認ください。詳細は

「5.3.6	プロセスアラーム設定」をご参照ください。
4 Temperature	

Low
プロセス温度が下限値以下です。 プロセスガスの温度をご確認ください。ガス温

度測定器の信号が正しいか確認してください。AI
のレンジ設定が正しいか確認してください。下
限アラームしきい値をご確認ください。詳細は

「5.3.6	プロセスアラーム設定」をご参照ください。
5 Temperature	

High
プロセス温度が上限値以上です。 プロセスガスの温度をご確認ください。ガス温

度測定器の信号が正しいか確認してください。AI
のレンジ設定が正しいか確認してください。上
限アラームしきい値をご確認ください。詳細は

「5.3.6	プロセスアラーム設定」をご参照ください。
6 Conc	Gas1	Low 第 1 成分ガス濃度が下限値以下

です。
第 1 成分ガスの濃度をご確認ください。下限
アラームしきい値をご確認ください。詳細は

「5.3.6	プロセスアラーム設定」をご参照ください。
7 Conc	Gas1	High 第 1 成分ガス濃度が上限値以上

です。
第 1 成分ガスの濃度をご確認ください。上限
アラームしきい値をご確認ください。詳細は

「5.3.6	プロセスアラーム設定」をご参照ください。
8 Conc	Gas2	Low 第 2 成分ガス濃度が下限値以下

です。
第 2 成分ガスの濃度をご確認ください。下限
アラームしきい値をご確認ください。詳細は

「5.3.6	プロセスアラーム設定」をご参照ください。
9 Conc	Gas2	High 第 2 成分ガス濃度が上限値以上

です。
第 2 成分ガスの濃度をご確認ください。上限
アラームしきい値をご確認ください。詳細は

「5.3.6	プロセスアラーム設定」をご参照ください。
10 LU	Temp	Low アナライザ部ユニット温度が低

すぎます。
アナライザ部ユニットの周囲温度を確認してく
ださい。当社サービスに連絡してください。

11 LU	Temp	High アナライザ部ユニット温度が高
すぎます。

アナライザ部ユニットの周囲温度を確認してく
ださい。当社サービスに連絡してください。

12 SCU	Temp	Low アナライザ部温度が低すぎます。 アナライザ部の周囲温度を確認してください。当
社サービスに連絡してください。

13 SCU	Temp	High アナライザ部温度が高すぎます。 アナライザ部の周囲温度を確認してください。当
社サービスに連絡してください。

14 Validation	
Required

測定精度を検証するためにバリ
デーションが必要です。

バリデーションを実行してください。あるいは、
再実行する必要が無いことを確認した後でア
ラームを消去してください。(*1)

15 Validation	Error バリデーションが不合格となり
ました。

チェックガスを確認してください。バリデーショ
ンの設定が正しいか確認してください。詳細は「」、

「9.4	オフラインバリデーション」をご参照くだ
さい。(*1)

16 Zero	Cal	Error ゼロ校正が失敗しました。 ゼロ校正ガスを確認してください。ゼロ校正の
設定が正しいか確認してください。詳細は「9.1	
レーザ光と透過率の維持」をご参照ください。(*2)

17 Span	Cal	Error スパン校正が失敗しました。 スパン校正ガスを確認してください。スパン校
正の設定が正しいか確認してください。詳細は

「9.6	スパン校正」をご参照ください。(*2)
19 Non	Process	

Alarm
非プロセスの参照ピーク高さが
低すぎます。

パージガスが流れているか確認してください。
パージガスの濃度を確認してください。当社サー
ビスに連絡してください。

20 AI-1	(Pres)	Low AI-1( 圧力 ) の入力電流が 4mA 以
下です。

プロセスガスの圧力をご確認ください。ガス圧
力測定器の信号が正しいか確認してください。AI
のレンジ設定が正しいか確認してください。詳細
は「6.3	 アナログ入力設定」をご参照ください。
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番号 表示名(HART) 内容 対処法
21 AI-1	(Pres)	High AI-1( 圧力 ) の入力電流が 20mA

以上です。
プロセスガスの圧力をご確認ください。ガス圧
力測定器の信号が正しいか確認してください。AI
のレンジ設定が正しいか確認してください。詳細
は「6.3	 アナログ入力設定」をご参照ください。

22 AI-2	(Temp)	Low AI-2( 温度 ) の入力電流が 4mA 以
下です。

プロセスガスの温度をご確認ください。ガス温
度測定器の信号が正しいか確認してください。AI
のレンジ設定が正しいか確認してください。詳細
は「6.3	 アナログ入力設定」をご参照ください。

23 AI-2	(Temp)	
High

AI-2( 温度 ) の入力電流が 20mA
以上です。

プロセスガスの温度をご確認ください。ガス温
度測定器の信号が正しいか確認してください。AI
のレンジ設定が正しいか確認してください。詳細
は「6.3	 アナログ入力設定」をご参照ください。

24 External	Alarm 接点入力によるアラームが発生
しました。

外部アラームの状態を確認してください。

25 Clock	Adj	
Required

リアルタイムクロックの現在時
刻が未設定です。

現在時刻を設定してください。

26 Setting	File	Error 設定ファイル破損のため、バック
アップが復元されました。

再度設定変更を行い、機器を再起動してくださ
い。

27 Calib	File	Error 校正ファイル破損のため、バック
アップが復元されました。

再度校正を行い、機器を再起動してください。

49 Detect	S ignal	
High

受光信号レベルが高すぎます。 当社サービスに連絡してください。

52 Absorption	High 吸収信号レベルが高すぎます。 当社サービスに連絡してください。
56 Outl ier	Reject	

Lmt
受光信号レベルが異常です。 当社サービスに連絡してください。

*1：	 バリデーションに関するアラームについて、バリデーションを再実行せずにアラームを手動で消去する
ことも可能です。

	 メニューの場所：
	 	 [HART]	 "Diagnosis/Service>>Validation>>Clear	val	alarms"
	 	 [YH8000]	 " >> 実行 >> バリデーション >> バリデーションアラーム解除 "
*2：	 校正に関するアラームについて、校正を再実行せずにアラームを手動で消去することも可能です。
	 メニューの場所：
	 	 [HART]	 "Diagnosis/Service>>Calibration>>Clear	cal	alarms"
	 	 [YH8000]	 " >> 実行 >> 校正 >> 校正アラーム解除 "	

10.3 レーザ透過率が低下した時の対処
TDLS8100 が正常に動作するためには、適切な光量のレーザ光が受光部に届く必要があり
ます。
レーザ光量低下に影響する要因として、下記の現象があります。これらの要因は単独ま
たは複合して発生します。
●	 光軸不良：光軸のずれによる受光光量の低下
●	 詰まり、汚れ：レーザ光が通過する開口部の遮断もしくは清浄性の悪化
・	 プローブ内部にダストが堆積し、レーザ光が遮断されている
・	 プロセス窓の汚れ・付着物によりレーザ光が減衰している

●	 微粒子：プロセスガス中のダストによりレーザ光が減衰している
・	 煙濃度や不透明度、微粒子物質濃度が極度に高く、レーザ光が受光部に十分に届か

ない
●	 レーザの劣化：レーザ素子自体の出力パワーの低下
・	 レーザ光源が劣化または故障しており、レーザ光が十分に出射されていない
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■ 透過率の改善
TDLS8100 を設置後、透過率が消失または低下したときのときの対処方法です。

(1) 光軸調整
遮蔽がなく、透過率が低下している場合は再度光軸調整が正しく行われているかご確認
ください。通常は、「9.1	レーザ光と透過率の維持」に示すように、TDLS8100 設置後に光
軸調整を行い、透過率校正を行います。
再度光軸調整が必要な場合は、「3.3	 光軸調整」を参照し調整を行ってください。

3.3 項に示す光軸調整を実施しても透過率が改善されない場合は、光軸調整以外の別の要
因が関係している可能性があります。

(2) レーザ出力の劣化・消失の確認・対処方法
上記 (1) の対処を行っても透過率が低く、または透過率ゼロの状態で改善が見られない場
合はレーザ出力が劣化しているか、もしくはレーザ自身が故障している可能性がありま
す。
レーザ出力パワーの確認は、プローブ部からアナライザ部を外し、校正セルに取り付け
た状態で透過率を確認します。校正セルの取り付け方法は、「9.3	 校正セルの取り付け」
に従って行ってください。

10.4 プロセス窓の交換
「9.1.2	 プロセス窓清掃」の清掃でもプロセス窓表面の汚れが取れない場合、またはプロ
セス窓表面がフッ化水素などの腐食性ガスにより腐食されている場合はプロセス窓を交
換する必要があります。10.4.2 項および 10.4.3 項に示す手順でプロセス窓を交換してく
ださい。プロセス窓を交換する際は必ず O リングも交換してください。

10.4.1 交換部品（プロセス窓）
プロセス窓を交換する必要がある場合、表 10.1 の中から該当する部品を事前に手配して
ください。
表10.1 交換部品

部品番号 部品名 用途* 個数
K9776GA プロセス窓ユニット パージブロック用 (-X1 用 )

1K9776GB プロセス窓ユニット パージブロック用 (-C2、-C3、-C4 用 )
K9772TH O リング パージブロック付属プロセス窓用

*：	 括弧内は TDLS8100 基本コードの測定成分、測定レンジのコードを示します。
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10.4.2 プロセス窓交換手順
プロセス窓を交換する手順を以下に示します。

注記
プロセス窓の清掃のためプローブをプロセスから取り外す際、プロセスが完全に停止し
てプロセスが放出されないことを確認後、実施してください。

注意
プロセス窓の材質は光学ガラスのため、取扱いに注意してください。

(1)	 電源を OFF にします。
(2)	 パージガスを止めます。
(3)	 パージ配管を外します。
(4)	 アナライザ部をプローブ部から取り外します。
(5)	 プロセス窓が汚れている箇所を確認後、該当するプロセス窓を取り外します。
(6)	 アライメントフランジに設置されているプロセス窓ホルダーの M4 の六角穴付きねじ

4 本を緩め、プロセス窓を取り外してください。
(7)	 新品のプロセス窓を設置します。このとき O リングも同時に交換してください。
	 O リングの位置は図 10.1 に示す位置にあります。O リング交換時には O リング溝に

沿って確実に取り付けてください。

アライメントフランジ

プロセス窓

六角穴付きねじ

Oリング

図10.1 プロセス窓、Oリング交換

(8)	 プロセス窓の向きに注意し、取り外した方向と同じ方向に取り付けてください。
	 このとき、ねじを均一に締め込むようにしてください。
(9)	 プロセス窓を設置後、アナライザ部を取り付けてご使用ください。

10.5 リフレクタユニットの交換
「9.1.4	 リフレクタの清掃」を参照し、リフレクタユニットの取り外し、交換を行ってく
ださい。
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10.6 ヒューズの交換
(1)	 交換作業を安全に行うため、外部ブレーカで TDLS8100 への電源供給を停止してくだ

さい。
(2)	 ヒューズホルダからヒューズを取り外します。ホルダキャップに適合するマイナス

ドライバを使用して、キャップを反時計方向に 90 度回転させてください。
	 この状態にすればヒューズをキャップごと引き抜くことができます。
(3)	 所定の定格であることを確かめて、新しいヒューズをヒューズキャップに入れ、ホ

ルダ内に挿入し、マイナスドライバで押しながらキャップを時計方向に 90 度回転さ
せてください。

	 3.15A（アナライザ部）のヒューズと 2.5A（YH8000）のヒューズがあるので、間違
えないようにしてください。

(4)	 交換したヒューズがすぐに切れる場合は、回路の異常が考えられますので、当社へ
お問い合わせください。

YH8000 TDLS8100 ヒューズ（3.15A）ヒューズ（2.5A）

図10.2 ヒューズの交換

10.7 手動校正・バリデーション実行中の通信断
HART あるいは YH8000 から手動校正・バリデーションを実行中に、HART あるいは
YH8000 と TDLS8100 との通信が切断された場合の対処方法は以下のとおりです。

● HART
「7.5.3	 校正・バリデーションの中断」を参照ください。

● YH8000
(1)	 再接続します。

(2)	 ボタンを押して TDLS8100 の設定画面に入ると、実行中の校正・バリデーション
画面に自動復帰します。引き続き、校正・バリデーションを実行できます。
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11. Modbus
Modbus プロトコルを、TDLS8100 の DCS 通信として使用することができます。ここでは、
TDLS8100 において適用される Modbus 通信の仕様について述べます。

TDLS8100 における Modbus 通信の主な用途は以下のとおりです。TDLS8100 の設定機能
は、一部を除いてサポートしていません。
・	 測定値・I/O・アラームの確認
・	 校正・バリデーション・時刻設定の実行
・	 一部の設定機能（現在流路の設定、温度・圧力の入力）

11.1 通信仕様
TDLS8100 は Modbus のスレーブデバイスとして利用できます。マスタ機器とイーサネッ
トケーブルで接続することで、Modbus 通信可能です。
通信規格 Ethernet
セッション数 ( 最大 ) 2
プロトコル Modbus/TCP
ポート番号 502

11.1.1 メッセージの構成
通信メッセージは以下の構成です。先頭 7 バイトは Modbus/TCP 固有ヘッダです。
バイト数

1
トランザクション識別子  

Modbus/TCP 固有ヘッダ

2
3

プロトコル識別子
4
5

メッセージ長
6
7 ユニット識別子
8 ファンクション
9

データ
:	

● トランザクション識別子
マスタがトランザクションを管理するために付与するデータで、スレーブは受信した値
をそのまま返信します。

● プロトコル識別子
ゼロ (0) 固定です。

● メッセージ長
ユニット識別子以降のデータバイト長です。

● ユニット識別子
Modbus/TCP では Don't	care です。スレーブは受信した値をそのまま返信します。
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● ファンクション
サポートしているファンクション番号を下表に示します。
ファンクション 機能 型 1通信最大データ数

1 コイルの読み込み Bit 2000 点
2 入力リレーの読み込み Bit 2000 点
3 保持レジスタの読み込み Word 125 点
4 入力レジスタの読み込み Word 125 点
5 単一コイルの書き込み Bit 1 点
6 単一保持レジスタの書き込み Word 1 点
16 複数保持レジスタの書き込み Word 123 点
43 機器情報の読み込み ASCII	string (*1)

*1：	 Function	43 によって Read されるパラメータは、基本デバイス ID(category が Basic) である以下のパラ
メータのみです。

ID オブジェクト名 意味 値
0x00 VenderName ベンダ名 "YOKOGAWA"
0x01 ProductCode プロダクトコード "TDLS8100"

0x02 MajorMinorRevision レビジョン番号 "[Device	Revision]-[Software	Revision]"
例："01-1.01.01"

● データ
データには 1 ビット単位の " コイル / リレー " と、16 ビットデータの " レジスタ " の 2 種
があります。データ属性やデータアドレスを下表に示します。

タイプ 属性 Modbus名称 アドレス(*1) 適用
ビット W コイル 0XXXX 指令

R 入力リレー 1XXXX 状態
レジスタ R 入力レジスタ 3XXXX 測定値

W 保持レジスタ 4XXXX バルブ制御、温度 / 圧力入力

*1：	 XXXX：0001 ～ 9999

11.1.2 スレーブの応答
応答メッセージは、指令メッセージに異常があるか否かでファンクション以降の内容が
異なります。

● 正常応答
単一コイル / 単一保持レジスタの書き込みでは、指令メッセージと同じメッセージを返し
ます。読み出しファンクションでは、ファンクションに読み出しデータを付加して応答
メッセージとします。データが割り付けられていないアドレスを読み出した場合は異常
とせず、ゼロ（0）を読み出しデータとして返します。

● 異常応答
指令メッセージに異常がある場合、スレーブは指令を実行せず異常応答を返します。異
常応答では、指令ファンクションに 128 を足した値を異常ファンクションとして返信す
るため、マスタは応答メッセージのファンクションをチェックすることにより、指令が
正常に受付けられたかを知ることができます。異常と分かった時はエラーコードにより
その内容を知ることができます。

異常応答時のファンクション以降のメッセージ構成は以下のとおりです。
異常ファンクション（指令ファンクション +128）
エラーコード

エラーコードの内容は以下のとおりです。
エラーコード 説明

01 ファンクションコード不良 ( 実在しないファンクション )
02 コイル、入力リレー、レジスタのアドレス不良 ( 範囲外 )
03 コイル、入力リレー、レジスタのデータ個数不良 ( 範囲外 )
06 指令メッセージ実行中にスレーブ側で実行できないエラー発生

例：メンテナンス中により書き込み不可
07 実行不可能（書き込みデータ範囲外など）



IM 11Y01D02-01JA

11-3	 	 ＜ 11.		Modbus ＞

9th Edition : 2023.01.31-00

11.2 コイル
コイル　名称 アドレス 「1」を設定した時の動作

自動ゼロ校正実行 00001 自動ゼロ校正をリモート実行する
自動スパン校正実行 00002 自動スパン校正をリモート実行する
自動オフラインバリデーション 1 実行 00004 自動オフラインバリデーション 1 をリモート実行する
自動オフラインバリデーション 2 実行 00005 自動オフラインバリデーション 2 をリモート実行する
自動オンラインバリデーション 1 実行 00006 自動オンラインバリデーション 1 をリモート実行する
自動オンラインバリデーション 2 実行 00007 自動オンラインバリデーション 2 をリモート実行する
時刻設定指令 00008 保持レジスタ (40201 ～ 40206) の値を時刻設定する
自動ゼロ + スパン校正実行 00009 自動ゼロ + スパン校正をリモート実行する
自動オフラインバリデーション 1+2
実行 00010 自動オフラインバリデーション	1	+	2	をリモート実行

する

11.3 入力リレー
入力リレー　名称 アドレス 内容 

分析計異常 10001 「1」のとき、アラーム発生中（発生アラームの
詳細はアドレス「10101」以降を参照）

メンテナンス中 10002 「1」のとき、メンテナンス中
AO-1、2 固定出力 10003 「1」のとき、AO-1、2	共に固定出力中
AO-1 固定出力 10004 「1」のとき、AO-1	固定出力中
AO-2 固定出力 10005 「1」のとき、AO-2	固定出力中
ゼロ校正中 10006 「1」のとき、ゼロ校正中
スパン校正中 10007 「1」のとき、スパン校正中
オフラインバリデーション中 10009 「1」のとき、オフラインバリデーション中
オンラインバリデーション中 10010 「1」のとき、オンラインバリデーション中
暖機中 10013 「1」のとき、暖機中
通常測定中 10014 「1」のとき、通常測定中
測定値更新通知 10015 測定値更新後「1」になる。本アドレスの値を読

むと「0」に戻る。(*1)
アラーム更新 10016 新アラーム発生あるいは解除後「1」になる。本

アドレスの値を読むと「0」に戻る。(*1)
指令不実行更新 10017 コイルによる指令が失敗したとき「1」になる。

本アドレスの値を読む、あるいは、次の指令が
成功したら「0」に戻る。(*1)

手動ゼロ校正 10031 「1」のとき、該当校正（バリデーション）実行
中手動スパン校正 10032

自動ゼロ校正 10034
自動スパン校正 10035
手動オフラインバリデーション 1 10037
手動オフラインバリデーション 2 10038
手動オンラインバリデーション 1 10039
手動オンラインバリデーション 2 10040
自動オフラインバリデーション 1 10041
自動オフラインバリデーション 2 10042
自動オンラインバリデーション 1 10043
自動オンラインバリデーション 2 10044
接点入力状態 10051 DI-1 接点状態 (「0」：Open、「1」：Closed)

10052 DI-2 接点状態 (「0」：Open、「1」：Closed)
接点出力状態	 10061 DO 接点 (DO-1) 状態 (「0」：Off、「1」：On)

10062 Fault 接点 (DO-2) 状態 (「0」：Off、「1」：On)
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入力リレー　名称 アドレス 内容 
Warning:	透過率低 (AL-1) 10101 「1」のとき、該当アラーム発生中

* 名称欄の (AL-##) はアラーム番号を示す。Warning:	プロセス圧力低 (AL-2) 10102
Warning:	プロセス圧力高 (AL-3) 10103
Warning:	プロセス温度低 (AL-4) 10104
Warning:	プロセス温度高 (AL-5) 10105
Warning:	ガス 1 濃度低 (AL-6) 10106
Warning:	ガス 1 濃度高 (AL-7) 10107
Warning:	ガス 2 濃度低 (AL-8) 10108
Warning:	ガス 2 濃度高 (AL-9) 10109
Warning:	レーザユニット温度低 (AL-10) 10110
Warning:	レーザユニット温度高 (AL-11) 10111
Warning:	SCU 温度低 (AL-12) 10112
Warning:	SCU 温度高 (AL-13) 10113
Warning:	バリデーションが必要 (AL-14) 10114
Warning:	バリデーション失敗 (AL-15) 10115
Warning:	ゼロ校正エラー (AL-16) 10116
Warning:	スパン校正エラー (AL-17) 10117
Warning:	非プロセス参照ピーク低 (AL-19) 10119
Warning:	AI-1( 圧力 ) 入力電流低 (AL-20) 10120
Warning:	AI-1( 圧力 ) 入力電流高 (AL-21) 10121
Warning:	AI-2( 温度 ) 入力電流低 (AL-22) 10122
Warning:	AI-2( 温度 ) 入力電流高 (AL-23) 10123
Warning:	外部アラーム (AL-24) 10124
Warning:	時刻未設定 (AL-25) 10125
Warning:	設定ファイル破損 (AL-26) 10126
Warning:	校正ファイル破損 (AL-27) 10127
Fault:	レーザモジュール温度低 (AL-45) 10145
Fault:	レーザモジュール温度高 (AL-46) 10146
Fault:	レーザ温度低 (AL-47) 10147
Fault:	レーザ温度高 (AL-48) 10148
Warning:	受光信号レベル高 (AL-49) 10149
Fault:	吸収ピーク位置範囲外 (AL-50) 10150
Fault:	参照ピーク低 (AL-51) 10151
Warning:	吸収信号レベル高 (AL-52) 10152
Fault:	透過率喪失 (AL-53) 10153
Fault:	リファレンスセル透過率低 (AL-54) 10154
Fault:	参照ピーク高 (AL-55) 10155
Warning:	受光信号レベル異常 (AL-56) 10156
Fault:	レーザユニット故障 (AL-57) 10157
Fault:	内部通信異常 (AL-58) 10158
Fault:	レーザモジュール故障 (AL-59) 10159
Fault:	ファイルアクセス失敗 (AL-60) 10160
Fault:	EEPROM 故障 (AL-61) 10161
Fault:	レーザユニット接続異常 (AL-62) 10162
Fault:	FPGA 故障 (AL-63) 10163
Fault:	プログラムエラー (AL-64) 10164

*1：	 2 セッションから本アドレスを読む場合は、先行勝ちとなります。
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11.4 保持レジスタ
名称 アドレス 設定内容

バルブ流路設定 40001 現在流路 (Current	stream) の設定
0：流路 1（Stream	1）
1：流路 2（Stream	2）
2：流路 3（Stream	3）
*：Modbus 経由では、バルブ用途設定に応じた現在流路の書き込み排他
チェックが行われないため注意してください。排他の内容については

「6.8.2	バルブ用途設定」を参照してください。
*：メンテナンス中は書き込み不可

温度入力値 40101、
40102

Modbus 経由による温度入力値、IEEE754	float 型 (*1)
単位は温度の設定単位に従う
*：メンテナンス中でも書き込み可

圧力入力値 40103、
40104

Modbus 経由による圧力入力値、IEEE754	float 型 (*1)
単位は圧力の設定単位に従う
*：メンテナンス中でも書き込み可

時刻設定（年） 40201 RTC 設定日時（年）2000 年基準（2015 年＝「15」）（*2）(*3)
時刻設定（月） 40202 RTC 設定日時（月）1 ～ 12（*2）(*3)
時刻設定（日） 40203 RTC 設定日時（日）1 ～ 31（*2）(*3)
時刻設定（時） 40204 RTC 設定時刻（時）0 ～ 23（*2）
時刻設定（分） 40205 RTC 設定時刻（分）0 ～ 59（*2）
時刻設定（秒） 40206 RTC 設定時刻（秒）0 ～ 59（*2）

*1：	 IEEE754	float 型 (2 レジスタに上位 16bit、下位 16bit の順 )
	 書き込みは上位、下位一括で行ってください。
*2：	 コイル「時刻設定指令」によって設定を実行します。
*3：	 年月日の書き込みは上位アドレスから順に行ってください。

注記
温度値および圧力値を Modbus 経由で入力する際は、入力単位を TDLS8100 の設定単位
に合わせてください。異なる単位によって入力すると、濃度の指示値が正しく出力され
ません。
またデフォルト設定では、Modbus が切断されると、温度値および圧力値についてバック
アップ機能が動作します。このバックアップ機能を変更・無効にする方法は「6.1.2	 プ ロ
セス圧力」を参照してください。
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11.5 入力レジスタ
入力レジスタ　名称 アドレス 内容

濃度値 30001、30002 第 1 成分ガス濃度値、IEEE754	float 型 (*1)
単位は第 1 成分ガスの設定単位に従う

30003、30004 第 2 成分ガス濃度値、IEEE754	float 型 (*1)
単位は第 2 成分ガスの設定単位に従う

透過率値 30007、30008 透過率値 [%]、IEEE754	float 型 (*1)
温度値 30011、30012 温度値、IEEE754	float 型 (*1)

単位は温度の設定単位に従う
圧力値 30015、30016 圧力値、IEEE754	float 型 (*1)

単位は圧力の設定単位に従う
AI 値 30019、30020 AI-1 電流値 [mA]、IEEE754	float 型 (*1)

30021、30022 AI-2 電流値 [mA]、IEEE754	float 型 (*1)
AO 値 30025、30026 AO-1 電流値 [mA]、IEEE754	float 型 (*1)

30027、30028 AO-2 電流値 [mA]、IEEE754	float 型 (*1)
校正・バリデーション
実行状態

30031 校正・バリデーション実行状態を示す値
値 校正状態
0 未実行
1 ゼロ校正
2 スパン校正
5 オフラインバリデーション
6 オンラインバリデーション

発生アラーム状態値 30035 ～ 30038 発生アラーム状態を示す
unsigned	long	long 型の値 (4 つのレジスタに Big-endian 配置 )。
発生している Warning/Fault のアラーム番号と等しいビット番
号が立つ。複数発生時はビット和となる。
例：	透過率低 ( アラーム番号 1) と、透過率喪失（アラーム番号

53）が発生中の読み値は 0x10000000000001：
	 30035：0x0010
	 30036：0x0000
	 30037：0x0000
	 30038：0x0001

SCU 温度値 30051~30052 SCU 温度値	[degC]、IEEE754	float	型	(*1)
LU 温度値 30053~30054 LU 温度値	[degC]、IEEE754	float	型	(*1)
現在時刻（年） 30201 RTC 現在時刻（年）　2000 年基準
現在時刻（月） 30202 RTC 現在時刻（月）　1 ～ 12
現在時刻（日） 30203 RTC 現在時刻（日）　1 ～ 31
現在時刻（時） 30204 RTC 現在時刻（時）　0 ～ 23
現在時刻（分） 30205 RTC 現在時刻（分）　0 ～ 59
現在時刻（秒） 30206 RTC 現在時刻（秒）　0 ～ 59

*1：	 IEEE754	float 型 (2 レジスタに上位 16bit、下位 16bit の順 )
	 読み出しは上位、下位一括で行ってください。
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付録1 ローカルHMI接続ケーブル作成要領
TDLS8100 のアナライザ部に YH8000	HMI ユニットをローカル HMI として接続する場合、
接続ケーブルはYH8000オプションの専用ケーブル（オプションコード：/C）を使用します。
ここでは、このケーブルの端末処理方法について記します。

注記
・	 接続ケーブルの端末処理を行う前に、ケーブルをケーブルグランドに通しておいて

ください。通信用コネクタの圧着後は通信用コネクタをケーブルグランドに通すこ
とができません。

・	 ケーブルグランドの向きにご注意ください。ケーブルグランドのねじ部側がコネク
タ側になります。

・	 機器の性能および機能が損なわれないように、ケーブルはオプションの専用品をご
使用ください。

● 必要な部品および治工具
・	 ワイヤーカッター
・	 プライヤ

● 事前処理
専用ケーブルの端末処理を行う前に、ケーブルをケーブルグランド（1/2NPT または M20
用）に通しておきます。ケーブルグランドは専用ケーブルの端末処理をしていない側か
ら挿入します。
通信用コネクタ（RJ45 モジュラープラグ）の圧着後は、ケーブルをケーブルグランドに
通すことができません。

ケーブルグランド

通信用コネクタ（専用ケーブルに付属）
圧着処理を行います。

通信用コネクタを圧着
する前にケーブルに
通しておきます。

図1 ローカルHMI接続ケーブル
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● 通信用コネクタの取り付け方法
専用ケーブルの片端（通信用コネクタが接続されていない側）に対して通信用コネクタ

（RJ45 モジュラープラグ）を圧着します。通信用コネクタは専用ケーブルに付属している
ものをご使用ください。

(1)	 通信用コネクタのケースにワイヤー（2 ペア：オレンジと白 / オレンジ、緑と白 / 緑）
を通します。

 

ワイヤーをケースに通す

ケースカバーボディ

  通信用コネクタのケースにワイヤーを通す

(2)	 通信用コネクタのケースにワイヤー（2 ペア：オレンジと白 / オレンジ、緑と白 / 緑）
を差し込みます。ワイヤーはツイストペアの先端部をニッパーなどで割き、表 1 に
したがってコネクタのケースに差し込みます。

表1 ワイヤーの差し込み箇所

カバーのマーキング ワイヤーの色
B 緑
W 白 / 緑のストライプ
O オレンジ
Y 白 / オレンジのストライプ

 
  ケーブルのワイヤーをコネクタのカバーに差し込む
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(3)	 ワイヤーを差し込んだカバーをコネクタのボディに取り付け、カチッと音がするま
で手で押しつけて仮挿入します。

 
(4)	 カバーをコネクタのボディにプライヤなどの工具を使って圧接します。
	 このとき、コネクタの突起部を潰さないように注意してください。

突起部をつぶさないように注意

  カバーをコネクタのボディに圧接する

(5)	 カバーがコネクタのボディに完全に押し込まれた後、コネクタ側面から見てカバー
が平らに圧接されていることと、ワイヤーがコネクタから抜けないことを確認して
ください。

 

カバーがコネクタのボディに
平らに圧接されていること

圧接後にワイヤが
コネクタから抜けないこと

  圧接の確認
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(6)	 ケースをコネクタのボディに押し込みます。コネクタ側面の金属ラッチがケースに
かかることを確認してください。

金属ラッチがケースにかかることを確認

 ケースをコネクタのボディに押し込む

(7)	 コネクタ先端の突起部をつぶさないようにコネクタラッチをコネクタボディの金属
突起部に押し込みます。

 

コネクタラッチを金属突起部に押し込む

以上で通信用コネクタの取り付け処理は完成です。
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付録2 HART DDの全体図
DD メニューのパラメータ配置を含む全構造を一覧で示します。ここでは、TDLS8100 が
2 成分測定仕様の場合のメニューを示すため、1 成分測定仕様では表示されないパラメー
タやメニューが含まれます。
なお、FieldMate 上では最上位のメニュー構造が異なります。詳細は「8th	Edition	:	
2022.04.30-00」を参照してください。さらに、以下に示すとおり、一部のパラメータのラ
ベル表示も異なります。
・	「PV」「SV」等の Dynamic	variable のラベル名が、「Concentration	1」のように割り当

てられた項目名に置き換わります。
・	「PV	Loop	current」が「PV	AO」と表示されます（SV も同様）。
・	「PDQ」、「LS」がそれぞれ「Data	Quality」、「Limit	Status」と表示されます。

1st 2nd 3rd 4th 5th Item
Process	
variables

Device	variables Concentration	1
Conc	1	gas	type
Concentration	2
Conc	2	gas	type
Transmission
Temperature
Pressure

Dynamic	
variables

PV
PV	Loop	current
SV
SV	Loop	current
TV
QV

Dynamic	var	assign PV	is
SV	is
TV	is
QV	is

Dynamic	var	status PV	PDQ
PV	LS
SV	PDQ
SV	LS
TV	PDQ
TV	LS
QV	PDQ
QV	LS
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1st 2nd 3rd 4th 5th Item
Diagnosis/
Service

Test/Status View	status Status	group	1
Status	group	2
Status	group	3
Status	group	4
Status	group	6
Status	group	7
Status	group	8
Status	group	9
Status	group	10
Device	status
Ext	dev	status
Device	Diagnostic	Status	0
AO	saturated
AO	fixed
Cfg	chng	count
Reset	cfg	chng	flag

Status	mask Dev	cfg	locked	mask
Logbook Read	alarm/message	record

Read	cal/val	record
Calibration Manual Manual	zero	cal

Manual	span	cal
Semi-auto Semi-auto	zero	cal

Semi-auto	span	cal
Restore Restore	zero	cal	data

Restore	span	cal	data
Clear	cal	alarms
Abort	calibration

Validation Manual Manual	offline	val	1
Manual	offline	val	2
Manual	online	val	1
Manual	online	val	2

Semi-auto Semi-auto	offline	val	1
Semi-auto	offline	val	2
Semi-auto	offline	val	1+2
Semi-auto	online	val	1
Semi-auto	online	val	2
Clear	val	alarm
Abort	validation

Transmission	adjust Transmission
Transmission	adjust

Loop	check Tst	auto	release	time
Analog	output AO-1	loop	chk	mode

AO-1	chk	output
AO-2	loop	chk	mode
AO-2	chk	output

Digital	output DO-1	loop	chk	mode
DO-1	chk	output
DO-2	(Flt)	loop	chk	mode
DO-2	(Flt)	chk	output

Valve Vlv-1	loop	chk	mode
Vlv-1	chk	output
Vlv-2	loop	chk	mode
Vlv-2	chk	output
Squawk
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1st 2nd 3rd 4th 5th Item
(Diagnosis/
Service)

Trim	analog	
channel

Trim	AO-1	(PV)
Trim	AO-2	(SV)
Trim	AI-1	(Pres)
Trim	AI-2	(Temp)

Trim	info Trim	Who
Trim	Date
Trim	Loc
Trim	Desc

System Clear	latched	alarms

1st 2nd 3rd 4th 5th Item
Basic	setup Tag

Long	tag
PV	range PV	is

PV	LRV
PV	URV
PV	unit

SV	range SV	is
SV	LRV
SV	URV
SV	unit

Assign	TV	&	QV TV	is
QV	is
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1st 2nd 3rd 4th 5th Item
Detailed	
setup

I/O	
condition

Analog	
output

AO-1 PV	is
PV	LRV
PV	URV

Warning	
hold

AO1	warn	hld	mode
AO1	warn	hld	level
AO1	warn	hld	delay

Fault	hold AO1	fault	hld	mode
AO1	fault	hld	level
AO1	fault	hld	delay

Cal/Val	hold AO1	calval	hld	mode
AO1	calval	hld	level

Maintenance	
hold

AO1	maint	hld	mode
AO1	maint	hld	level

Warm-up	
hold

AO1	w-up	hld	mode
AO1	w-up	hld	level
Trim	AO-1	(PV)

AO-2 SV	is
SV	LRV
SV	URV

Warning	
hold

AO2	warn	hld	mode
AO2	warn	hld	level
AO2	warn	hld	delay

Fault	hold AO2	fault	hld	mode
AO2	fault	hld	level
AO2	fault	hld	delay

Cal/Val	hold AO2	calval	hld	mode
AO2	calval	hld	level

Maintenance	
hold

AO2	maint	hld	mode
AO2	maint	hld	level

Warm-up	
hold

AO2	w-up	hld	mode
AO2	w-up	hld	level
Trim	AO-2	(SV)

Analog	input AI-1	(Pressure) Pres	val	at	4mA
Pres	val	at	20mA
Trim	AI-1	(Pres)

AI-2	(Temperature) Temp	val	at	4mA
Temp	val	at	20mA
Trim	AI-2	(Temp)

Digital	
output

DO-1	(DO) DO-1	output	item
DO-1	output	delay

DO-2	(Fault) DO-2	output	item
DO-2	output	delay

Digital	input DI-1 DI-1	mode
Set	DI-1	mode
DI-1	filter	time

DI-2 DI-2	mode
Set	DI-2	mode
DI-2	filter	time

Valve	control Current	stream
Initial	stream
Stream	1	vlv	pattern
Stream	2	vlv	pattern
Stream	3	vlv	pattern

Stream	time	switch Switch	stream1	to
Stream1	duration
Switch	stream2	to
Stream2	duration
Switch	stream3	to
Stream3	duration
Valve	usage
Set	valve	usage
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1st 2nd 3rd 4th 5th Item
(Detailed	
setup)

Alarm Warning Warning	group	1 Warn	select	group	1
Trans	low	lmt
Pres	low	lmt
Pres	high	lmt
Temp	low	lmt
Temp	high	lmt
Conc	1	low	lmt
Conc	1	high	lmt
Conc	2	low	lmt

Warning	group	2 Warn	select	group	2
Conc	2	high	lmt

Calibration Zero	
calibration

Valve	control Z-cal	gas	purg	time
Z-cal	proc	purg	time
Z-cal	auto	vlv	man

Auto	time Z-cal	time	initiate
Z-cal	init	date
Z-cal	init	time
Z-cal	day	cycle
Z-cal	hour	cycle

Span	
calibration

Parameter S-cal	gas	type
Set	s-cal	gas	type
S-cal	gas	conc
S-cal	pres	mode
S-cal	pres	fix	val
S-cal	temp	mode
S-cal	temp	fix	val
S-cal	OPL	mode
S-cal	OPL	fix	val

Valve	control S-cal	gas	purg	time
S-cal	proc	purg	time
S-cal	auto	vlv	man

Auto	time S-cal	time	initiate
S-cal	init	date
S-cal	init	time
S-cal	day	cycle
S-cal	hour	cycle

Zero+Span	calibration Z+S	cal	time	initiate
Z+S	cal	init	date
Z+S	cal	init	time
Z+S	cal	day	cycle
Z+S	cal	hour	cycle

Validation Offline	
validation	1

Parameter Offval1	gas	type
Set	offval1	gas	type
Offval1	gas	conc
Offval1	pres	mode
Offval1	pres	fix	val
Offval1	temp	mode
Offval1	temp	fix	val
Offval1	OPL	mode
Offval1	OPL	fix	val

Valve	control Offval1	gas	purg	time
Offval1	prc	purg	time
Offval1	auto	vlv	man

Auto	time Offval1	time	initiate
Offval1	init	date
Offval1	init	time
Offval1	day	cycle
Offval1	hour	cycle
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1st 2nd 3rd 4th 5th Item
(Detailed	
setup)

(Validation) Offline	
validation	2

Parameter Offval2	gas	type
Set	offval2	gas	type
Offval2	gas	conc
Offval2	pres	mode
Offval2	pres	fix	val
Offval2	temp	mode
Offval2	temp	fix	val
Offval2	OPL	mode
Offval2	OPL	fix	val

Valve	control Offval2	gas	purg	time
Offval2	prc	purg	time
Offval2	auto	vlv	man

Auto	time Offval2	time	initiate
Offval2	init	date
Offval2	init	time
Offval2	day	cycle
Offval2	hour	cycle

Offline	validation	1+2 Offval1+2	time	init
Offval1+2	init	date
Offval1+2	init	time
Offval1+2	day	cycle
Offval1+2	hour	cycle

Online	
validation	1

Parameter Onval1	gas	type
Set	onval1	gas	type
Onval1	gas	conc
Onval1	temp	mode
Onval1	temp	fix	val
Onval1	act	amb	ofst
Onval1	pres	fix	val
Onval1	OPL	fix	val

Valve	control Onval1	gas	purg	time
Onval1	nml	purg	time
Onval1	auto	vlv	man

Auto	time Onval1	time	initiate
Onval1	init	date
Onval1	init	time
Onval1	day	cycle
Onval1	hour	cycle

Conc	reading	mode Onval1	read	mode
Onval1	output	factor

Online	
validation	2

Parameter Onval2	gas	type
Set	onval2	gas	type
Onval2	gas	conc
Onval2	temp	mode
Onval2	temp	fix	val
Onval2	act	amb	ofst
Onval2	pres	fix	val
Onval2	OPL	fix	val

Valve	control Onval2	gas	purg	time
Onval2	nml	purg	time
Onval2	auto	vlv	man

Auto	time Onval2	time	initiate
Onval2	init	date
Onval2	init	time
Onval2	day	cycle
Onval2	hour	cycle

Conc	reading	mode Onval2	read	mode
Onval2	output	factor
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1st 2nd 3rd 4th 5th Item
(Detailed	
setup)

Field	device	
info

Descriptor
Message
Date
Final	asmbly	num

Write	protect	menu Write	protect
Enable	write	10min
New	password
Software	seal

Memo Memo	1
Memo	2
Memo	3

System Long	tag
Date/time Present	date/time

Set	date/time
Local	display SCU	LCD	display LCD	spect	disp	mode

LCD	backlight	bright
LCD	contrast

LU	LED	display LED	brightness
Communication HART	output Poll	addr

Loop	current	mode
Num	req	preams
Num	resp	preams

TCP/IP IP	address
Subnet	mask
Default	gateway
Set	IP	settings
Initialize	config
Safety	mode

Analysis Process	
param

OPL
Pressure Pres	mode

Pres	fix	mode	val
Pres	active	type
Pres	backup	mode
Pres	backup	set	val

Temperature Temp	mode
Temp	fix	mode	val
Temp	active	type
Temp	backup	mode
Temp	backup	set	val
Temp	act	amb	ofst

Non	process	
param

No-prcs	OPL
No-prcs	pres

No-prcs	temp No-prcs	temp	mode
No-prcs	temp	fix	val
No-prcs	act	amb	coef

No-prcs	conc No-prcs	conc	1
No-prcs	conc	2

Unit OPL	unit
Pres	unit
Temp	unit

Averaging Averaging	number
Averaging	time

Zero	offset Zero	offset	1
Zero	offset	2
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1st 2nd 3rd 4th 5th Item
Review Process	info Concentration	1

Conc	1	STDEV
Concentration	2
Conc	2	STDEV
Transmission
Temperature
Pressure
Conc	1	gas	type
Conc	2	gas	type
Temp	mode
Pres	mode

	Advanced	info SCU	temp
LU	temp

I/O	info AI-1	(pres)
AI-2	(temp)
PV	Loop	current
SV	Loop	current
DI-1
DI-2
DO-1
DO-2	(Fault)
Valve-1
Valve-2

I/O	assignment PV	is
SV	is
DI-1	mode
DI-2	mode
DO-1	output	item

System	info Long	tag
IP	address
Subnet	mask
Default	gateway

Factory	info Model	name
Analyzer	SN
Laser	module	SN
SI	unit	control
Analysis	period

Version	#’ s Software	ver
Field	device	
info

Write	protect
Poll	addr
Loop	current	mode
Num	req	preams
Num	resp	preams
Dev	id
Tag
Long	Tag
Descriptor
Message
Date

Additional	info Distributor
Final	asmbly	num
Max	dev	vars
Device	Profile

Revision	#'s Universal	rev
Fld	dev	rev
Software	rev
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付録3 YH8000のメニューツリー
YH8000	HMI ユニットの設定・実行系メニューのツリー構成を示します。

(1) TDLS8000シリーズ　レーザガス分析計の操作画面
TDLS8100 に対する設定・実行系メニューツリーを示します。ここでは TDLS8100 が 2 成
分測定仕様の場合のメニューを示すため、1 成分測定仕様の場合は一部表示されない項目
があります。

	 ⇒ Analyzer 選択⇒ Password 入力⇒
1st 2nd 3rd 4th Tab Item

実行 校正 手動 ゼロ校正 ゼロ校正
スパン校正 スパン校正

半自動 ゼロ校正 ゼロ校正
スパン校正 スパン校正
ゼロ＋スパン校正 ゼロ＋スパン校正

校正値復元 ゼロ校正 ゼロ校正値復元
スパン校正 ガス 1 スパン校正値復元 ( ガス 1)

ガス 2 スパン校正値復元 ( ガス 2)
校正アラーム解除 校正アラーム解除

バリデー
ション

手動 オフラインバリデーション 1 オフラインバリデーション 1
オフラインバリデーション 2 オフラインバリデーション 2
オンラインバリデーション 1 オンラインバリデーション 1
オンラインバリデーション 2 オンラインバリデーション 2

半自動 オフラインバリデーション 1 オフラインバリデーション 1
オフラインバリデーション 2 オフラインバリデーション 2
オフラインバリデーション 1+2 オフラインバリデーション 1+2
オンラインバリデーション 1 オンラインバリデーション 1
オンラインバリデーション 2 オンラインバリデーション 2

バリデーションアラーム解除 バリデーションアラーム解除
透過率校正 透過率校正
ループチェック アナログ出

力
AO-1	ループチェック
AO-1	出力
AO-2	ループチェック
AO-2	出力

接点出力 DO	ループチェック
DO	出力
Fault	ループチェック
Fault	出力

バルブ SV-1	ループチェック
SV-1	出力
SV-2	ループチェック
SV-2	出力

自動解除 自動解除時間
システム 保持アラーム解除 保持アラーム解除
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1st 2nd 3rd 4th Tab Item
設定 I/O アナログ出

力
AO-1 レンジ アイテム

4mA
20mA

ホールド
モード

Warning
　遅延
Fault
　遅延
Cal/Val
メンテ中
暖機中

校正 AO-1 校正を実行する
AO-2 レンジ アイテム	

4mA
20mA

ホールド
モード

Warning
　遅延	
Fault
　遅延	
Cal/Val
メンテ中
暖機中

校正 AO-2 校正を実行する
アナログ入
力

AI-1	( 圧力 ) レンジ 4mA	
20mA

校正 AI-1 校正を実行する
AI-2	( 温度 ) レンジ 4mA	

20mA
校正 AI-2 校正を実行する

接点出力 DO-1	(DO) 出力項目
出力遅延

DO-2	(Fault) 出力遅延	
接点入力 DI-1 モード

フィルタ時間
DI-2 モード

フィルタ時間
バルブ制御 バルブ用途

現在
流路 1 切替先
流路 1 持続時間
流路 2 切替先
流路 2 持続時間
流路 3 切替先
流路 3 持続時間
初期

アラーム 透過率低
プロセス圧力低
プロセス圧力高
プロセス温度低
プロセス温度高
ガス 1 濃度低
ガス 1 濃度高
ガス 2 濃度低
ガス 2 濃度高

校正 ゼロ校正 バルブ 校正ガスパージ時間
プロセスガスパージ時間
手動実行時バルブ連動

自動開始時
刻

自動実行
開始日時
周期 ( 日 )
周期 ( 時 )
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1st 2nd 3rd 4th Tab Item
( 設定 ) ( 校正 ) スパン校正 パラメータ ガス種別

濃度
圧力
固定値
温度
固定値
光路長
固定値

バルブ 校正ガスパージ時間
プロセスガスパージ時間
手動実行時バルブ連動

自動開始時
刻

自動実行
開始日時
周期 ( 日 )
周期 ( 時 )

ゼロ＋スパン校正 自動開始時
刻

自動実行
開始日時
周期 ( 日 )
周期 ( 時 )

バリデー
ション

オフラインバリデーション
1

パラメータ ガス種類

濃度
圧力
固定値
温度
固定値
光路長
固定値

バルブ Val ガスパージ時間
プロセスガスパージ時間
手動実行時バルブ連動

自動開始時
刻

自動実行
開始日時
周期 ( 日 )
周期 ( 時 )

オフラインバリデーション
2

パラメータ ガス種別
濃度
圧力
固定値
温度
固定値
光路長
固定値

バルブ Val ガスパージ時間
プロセスガスパージ時間
手動実行時バルブ連動

自動開始時
刻

自動実行
開始日時
周期 ( 日 )
周期 ( 時 )

オフラインバリデーション
1+2

自動開始時
刻

自動実行
開始日時
周期 ( 日 )
周期 ( 時 )
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1st 2nd 3rd 4th Tab Item
( 設定 ) ( バリデー

ション )
オンラインバリデーション
1

パラメータ ガス種別
濃度
圧力
温度
オフセット値
固定値
光路長

バルブ Val ガスパージ時間
通常ガスパージ時間
手動実行時バルブ連動

自動開始時
刻

自動実行
開始日時
周期 ( 日 )
周期 ( 時 )

濃度指示値
モード

モード
濃度指示値スケール	

オンラインバリデーション
2

パラメータ ガス種別
濃度
圧力
温度
オフセット値
固定値
光路長

バルブ Val ガスパージ時間
通常ガスパージ時間
手動実行時バルブ連動

自動開始時
刻

自動実行
開始日時
周期 ( 日 )
周期 ( 時 )

濃度指示値
モード

モード
濃度指示値スケール

システム タグ タグ
日時 操作

日付
時刻

パスワード 現パスワード
新パスワード
確認用パスワード

ローカル表示器 センサコン
トロールユ
ニット

スペクトラム
輝度
コントラスト

レーザユ
ニット

輝度

通信 TCP/IP IP アドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイ

HART HART アドレス
ループカレントモード

設定初期化 設定情報
アナログ入出力の校正値
ゼロ・スパン校正データ
タグ、通信設定、パスワード

Safety モード Safety モード
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1st 2nd 3rd 4th Tab Item
( 設定 ) 分析 プロセスパラメータ 光路長 光路長

圧力 モード
外部入力種別
固定値
バックアップモード
バックアップ値

温度 モード
外部入力種別
固定値
バックアップモード
バックアップ値
オフセット値

非プロセスパラメータ 	光路長 光路長
圧力 圧力
温度 モード

固定値
周囲温度係数

濃度 ガス 1
ガス 2

単位	 光路長
圧力
温度

平均 平均回数
平均時間

ゼロオフセット ゼロオフセット ( ガス 1)
ゼロオフセット ( ガス 2)
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(2) YH8000 HMIユニットの操作画面
YH8000	HMI ユニットに対する設定・実行系メニューツリーを示します。

	 ⇒ HMI ⇒
1st 2nd 3rd 4th Tab Item

分析計接続 IP 変更
　手動入力
　自動検索結果から選択
接続
切断

画面設定 ホーム画面スタイル メータ種別
メータレンジ 分析計 1 ガス 1 最小値

ガス 1 最大値
ガス 2 最小値
ガス 2 最大値

分析計 2 ガス 1 最小値
ガス 1 最大値
ガス 2 最小値
ガス 2 最大値

分析計 3 ガス 1 最小値
ガス 1 最大値
ガス 2 最小値
ガス 2 最大値

分析計 4 ガス 1 最小値
ガス 1 最大値
ガス 2 最小値
ガス 2 最大値

バックライト 輝度
自動オフ

ネットワーク設定 IP アドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイ

Language Language
HMI 情報 IP アドレス

MAC アドレス
ソフトウェア Ver.
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付録4 分析周期とは
TDLS8100 では、スペクトラムデータを一定時間積算した値から、プロセスガスの濃度を
算出します。この積算時間が「分析周期 (Analysis	Period)」になります。
分析周期の間隔で測定値やアナログ出力が更新されます。分析周期はアプリケーション
に応じて最適な値にあらかじめ設定されていて、変更することはできません。
また、TDLS8100 では分析周期を基準として、分析周期の何回分のスペクトラムデータ
を移動平均するかを設定できます。1 回の濃度計算で移動平均を取る回数を「平均回数
(Average	Number)」と呼び、その時間を「平均時間 (Average	Time)」と呼びます。平均
回数は可変であり、平均回数を増やして平均時間を長くすることにより、測定プロセス
に存在する外乱の影響を低減できます。平均回数が増えても、測定値やアナログ出力は
常に分析周期の間隔で更新されますが、分析の応答性は悪くなります。

分析周期と平均回数は、出荷時に測定対象のプロセスに応じた適切な値が設定されます。
出荷時に設定された平均回数を「基本平均回数」と呼びます。最終的な平均時間は以下
により求まります。
	 平均時間＝ ( 分析周期×基本平均回数 ) ×平均回数

基本平均回数 =「2」の場合に、平均回数を変えた時の移動平均範囲を以下に図示します。
はスペクトラムの取得と濃度計算をしている区間を示します。

● 平均回数＝「1」の場合
（平均時間＝分析周期×基本平均回数×平均回数＝分析周期× 2）

分析周期

平均時間

測定値・アナログ出力更新

時間
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● 平均回数＝「2」の場合
（平均時間＝分析周期× 2 × 2 ＝分析周期× 4）

分析周期

平均時間

測定値・アナログ出力更新

時間

分析周期は以下のメニューで確認できます。
	 [HART]	"Review>>Factory	info>>Analysis	period"
	 [YH8000]	" >> システム情報 >> 分析周期 "

平均回数の設定方法と平均時間の確認は、「6.9.6	 分析値の移動平均回数」を参照して
ください。
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付録5 安全計装システムの設置にあたって

警告
本器を安全計装システム	(Safety	Instrumented	Systems	:	SIS)	用途として用いる際には、本	
器の安全度を保つために本付録で述べる指示と手順を遵守してください。

■ 適用範囲と目的
本項では、安全計装システム用途として設計された安全度を保つ上で求められる、本器
の設置と操作の際に必要な使用上の注意点と行うべき作業の概要について述べます。こ
こで取り上げる項目は、本器のプルーフテストと修理・交換、安全性データ、耐用年数、
環境および用途に関する制限、パラメータの設定です。

■ 安全計装システム用途における本器のご使用

● 安全確度
本器の安全確度を以下の表に示します。これは、内部部品の故障により生じる誤差が安
全確度を超えた場合に、機器の故障として扱われるということです。

測定ガス 安全確度
O2 +/-0.2%	O2	または読み値の 15% の値の大きい方
CO(ppm) +/-50	ppm	CO	または読み値の 15% の値の大きい方

CO+CH4
CO +/-50ppm	CO	または読み値の 15% の値の大きい方
CH4 +/-	1%	CH4 または読み値の 15% の値の大きい方

NH3 +/-10ppm	NH3	または読み値の 15% の値の大きい方
HCl	(ppm) +/-3ppm	HCl	または読み値の 15% の値の大きい方

● 診断応答時間
本器は内部故障の発生を 30 秒以内に通知できます。

● 入出力の規制
本器の入出力は、アナログ出力 AO-1、AO-2、アナログ入力 AI-1、AI-2 のみが安全計装シ
ステムに対応しています。その他の入出力を安全計装システムとして使用しないでくだ
さい。

● 本器の開閉
オンライン中は、カバーの開閉を行わないでください。また、メンテナンス中に本器の
カバーを開閉する場合は、安全管理者の許可を得てください。

● 設定
HART 設定ツールまたは YH8000	HMI ユニットを用いて、レンジと単位を設定してくださ
い。HART 設定ツール、YH8000 との接続は、本取扱説明書にしたがって行ってください。
本器の設置後、レンジと単位が正しく設定されていることをご確認ください。本器の校
正は、パラメータの設定後に行ってください。
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● 外部伝送器との接続 
温度・圧力入力のために外部伝送器と接続する場合は、単独使用において、安全計装機
能全体の PFDavg 計算による安全度水準 (Safety	Integrity	Level:	SIL)2、また冗長構成の使
用において、安全計装機能全体の PFDavg 計算による安全度水準 (SIL)3 まで適用する製品
をご用意ください。また、外部伝送器の安全用途における設置・運用は、各安全マニュ
アルにしたがってください。
以下に当社推奨の温度・圧力伝送器を示します。
温度伝送器 YOGOGAWA	YTA	シリーズ
圧力伝送器 YOKOGAWA	EJX、	

EJA	シリーズ

● 必要なパラメータの設定
安全度を保つために、以下のパラメータ設定が必要です。

項目 説明
暖機中電流設定 HART 設定ツールまたは YH8000	HMI ユニットを用い

て、AO-1、AO-2 の暖機中の出力を Preset	hold に指定
し、出力値を 3.8mA	Preset	hold に指定します。

Warning 発生中電流設定 HART 設定ツールまたは YH8000	HMI ユニットを用い
て、AO-1、AO-2 の警報発生中の出力を Non-hold に
設定することを推奨します。
Preset	hold を設定する必要がある場合は、故障時の出
力と区別するため、Fault 発生中電流値 ( バーンアウ
ト電流 ) 以外に指定します。

Fault 発生中電流設定 HART 設定ツールまたは YH8000	HMI ユニットを用い
て、AO-1、AO-2 の内部故障検出時の出力を Preset	
hold に指定し、出力値を 21.0mA 以上あるいは 3.6mA
以下のバーンアウト電流値にします。

Safety	モード設定 HART 設定ツールまたは YH8000	HMI ユニットを用い
て、Safety モードを有効 (Enable) に指定します。

ハードウェアライトプロテ	クトスイッチ HART 書込み機能を無効にします。

● YH8000 HMIユニットの使用
YH8000 をシステム構成に用いる場合は、オフライン時以外にパラメータ設定を行えない
ようにパスワードで保護してください。パスワードは、「6.9.3　ユーザーパスワードの設
定」を参照し、安全管理者が適切に管理してください。
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● プルーフテスト
本器の意図したとおりの安全機能の実行を阻害するような、自己診断で検出されない故
障を検出するためにプルーフテストの実施が必要です。プルーフテストの間隔は、本器
を含む安全計装機能ごとに行われる安全計算により決定します。安全計装の安全度を維
持するためには、安全計算で指定した頻度またはそれ以上でプルーフテストを行う必要
があります。
プルーフテストでは、以下に示す 2 試験方法のうち、どちらか一方を実施する必要があ
ります。一つは高プルーフテストカバー率を実現する試験で、Piezo	Actuator	の健全性確
認、2 点校正を行います。Piezo	Actuator	の健全性確認は弊社指定のサービスが行います。
校正セルは、各成分に対応するものをご用意ください。
もう一方は、オンラインバリデーションを行う簡易試験です ( プルーフテストカバー率は
下がります )。プルーフテストの結果は文書化される必要があり、その文書はプラントの
安全管理の一部とすべきです。故障が検出された場合は当社までご連絡ください。
本器のプルーフテストを行う作業者は、バイパス手順、本器のメンテナンス、変更管理
の手順など、安全計装システムの運用について熟知している必要があります。

試験方法 必要なツール 予想される結果
詳細試験

プルーフテスト
カバー率 *：

89.5%

1 安全機能をバイパスして誤動作を回避するための適切
な処理を行います。

HART 設定ツール
または

YH8000	HMI	
ユニット

2 Piezo	Actuator の健全性を確認するために、絶縁抵抗
を測定し仕様範囲内であることを確認します。この試
験は、弊社が指定したサービスが実施いたします。

3 本機器を校正セルに取り付けます。
4 以下の全ての診断を適切に実行し、結果を取得するた

めに HART 設定ツールまたは YH8000 を使用します。
5 HART 設定ツールまたは YH8000 でループ機能を使用

して、バーンアップ電流値を出力させ、電流がこの水
準にあるか検証します。

6 HART 設定ツールまたは YH8000 でループ機能を使用
して、バーンダウン電流値を出力させ、電流がこの水
準にあるか検証します。

7 全ての漏洩、目に見える損傷や汚れを点検します
8 全ての動作範囲にわたって 2 点校正 ( ゼロ／スパン校

正 ) を行います。
9 本機器を校正セルから取り外し、プロセスに戻します。
10 安全機能のバイパスを解除し、通常動作を復元します。

簡易試験
1 安全機能をバイパスして誤動作を回避するための適切

な処理を行います。

HART 設定ツール
または

YH8000	HMI ユ
ニット

プルーフテスト
カバー率 *：

リファレンスセ
ル有り：66.8%

リファレンスセ
ル無し：67.5%

2 以下の全ての診断を適切に実行し、結果を取得するた
めに HART 設定ツールまたは YH8000 を使用します。

3 HART 設定ツールまたは YH8000 でループ機能を使用
して、バーンアップ電流値を出力させ、電流がこの水
準にあるか検証します。

4 HART 設定ツールまたは YH8000 でループ機能を使用
して、バーンダウン電流値を出力させ、電流がこの水
準にあるか検証します。

5 HART 設定ツールまたは YH8000 でループ機能を使用
して、バーンダウン電流値を出力させ、電流がこの水
準にあるか検証します。

6 全ての漏洩、目に見える損傷や汚れを点検します。
7 オンラインバリデーションを行います。
8 安全機能のバイパスを解除し、通常動作を復元します。

*：	 プルーフテストカバー率の詳細は、FMEDA	No.	YEC19-03-008	R001	V2R5	Nov.	10,	2021をご参照ください。

● 修理交換
プロセスがオンライン中に本器の修理を行う場合は、本器をバイパスしてください。ユー
ザーはバイパス手順を正しく設定する必要があります。検出された故障については当社
までご連絡ください。本器の交換に際しては、訓練を受けたエンジニアが行ってください。
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● 起動時間
本器は、電源投入後 5 分以内に有効な信号を出力します。

● ファームウェアの更新
ファームウェアの更新については、当社にご相談ください。

● 安全性データ
当社が提供する FMEDA レポート (Failure	Mode,	Effects	and	Diagnostic	Analysis)	には、故
障率と故障モードが記載されています。
本器は単独使用において、安全計装機能全体の PFDavg 計算による安全度水準 (SIL)2 まで
に適用できるという認証を受けています。また、本器の開発プロセスは SIL3 までの認証
を受け、冗長構成の使用において、安全計装機能全体の PFDavg 計算による安全度水準
(SIL)3 まで適用することができます。
冗長構成で使用する際には、安全計装機能の PFD 計算のための共通原因故障率 ( β
-factor) を 5% にすることを推奨します。プラントの作業者が「共通原因故障	(Common	
Cause	Failure)」のトレーニングと共通原因故障防止に向けた明確な詳しいメンテナンス
手順を設けた場合には共通原因故障率 ( β -factor) を 2% にすることができます。

（注）：	 PFDavg の詳細は、FMEDA	No.	YEC19-03-008	R001V2R5	Nov.	10,	2021 をご参照ください。

● 耐用年数の制限
本器の予測耐用年数は 10 年です。FMEDA レポートの信頼性データは 10 年を有効として
います。10 年を超えて使用されると本器の故障率は上昇すると考えられるので、FMEDA
レポートに記載された安全性データに基づいた安全度水準は達成できない可能性があり
ます。

● 環境の制限
本器の環境に関する制限は、本取扱説明書で規定しています。

● 用途の制限
本取扱説明書で規定した本器の用途に関する制限を外れて使用する場合、安全性データ	
は無効です。
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■ 用語と略語

● 用語
安全
	 受容できないリスクから免れている状態（JIS	C	0508 の表現です）。
機能安全
	 	機器・機械・プラント・装置に対して安全と定義された状態を達成または維持す

るために必要な動作を実行するシステムの能力を指します。
基本的安全
	 	感電、火災、爆発などの危険から人間を保護するように機器は設計および製造さ

れなければなりません。こうした保護は、通常使用時および 1 故障時でも常に有
効でなければなりません。

検証
	 ・	適合、確認
	 	 	ライフサイクルの各段階で、各段階の最初に意図した目的と要求事項に見

合うものが最終的に得られたことを実証します。検証は、分析あるいは試
験、またはその両方により行われるのが普通です。

	 ・	妥当性確認
	 	 	安全関連システムあるいはその組み合わせと、例外リスク軽減施設が、あ

らゆる点において安全要求仕様を満たしていることを実証します。妥当性
検査は、試験により行われるのが普通です。

	 ・	安全アセスメント
	 	 	安全関連システムによって安全性が実現されていることを、証拠に基づい

て判断するための調査を指します。
その他の安全手法および対策で用いられる用語の定義および安全関連システムの説明に	
ついては JIS	C	0508-4(IEC61508-4) をご参照ください。

● 略語
FMEDA(Failure	Mode、Effects	and	Diagnostic	Analysis)：故障モード、影響および診断分析	
SIF(Safety	Instumented	Function)：安全計装機能
SIL(Safety	Integrity	Level)：安全度水準
SIS(Safety	Instrumented	System)：安全計装システム
SLC(Safety	Lifecycle)：安全ライフサイクル
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付録6 日本防爆形について
ここでは、日本防爆形（TDLS8000-J1、YH8000-J2）に対する追加の要求事項を記述して
います。日本防爆形について、この章の記述内容は本取扱説明書の他の記述内容よりも
優先されます。日本防爆形以外の防爆形については英文の取扱説明書を参照してください。

 注意
日本防爆形の構造、設置場所、保守・修理などについては厳しい制約があり、これに反
すると危険な状態を招く恐れがありますのでご注意ください。

 警告
機器を改造すると認証された構造に適合しなくなります。

 警告
TDLS8100 または YH8000 のオプションであるタグプレートを使用する場合、帯電防止

のため、TDLS8100 の場合はパージブロック、YH8000 の場合は外部接地端子のよう
な塗装していない金属部分に金属線で固定してください。	

TDLS8100 YH8000

タグプレート

パージロック

タグプレート
外部接地端子

タグプレート取付例
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■ TDLS8100（TDLS8100-J1）

● 技術的データ
設置場所について
	 付加仕様コード -J1 が付加された TDLS8100 は第 1 類危険箇所（ゾーン 1）およびゾー

ン 21 で使用することができます。
型式検定合格番号
	 CML	19JPN1453X
	 末尾の記号” X” については、本機器に “特別な使用条件” が存在することを示して

います。
適用規格
	 工場電気設備防爆指針（国際整合技術指針）
	 	 第 1 編　総則	 	 	 	 JNIOSH-TR-46-1:2015
	 	 第 2 編　耐圧防爆構造	 	 JNIOSH-TR-46-2:2018
	 	 第 9 編　容器による粉じん防爆構造	 JNIOSH-TR-46-9:2018
仕様
	 下記に記載している内容以外については「2.	仕様」を参照してください。
・	 防爆記号 :	□	Ex	db	IIC	T6	Gb
	 	 	 □	Ex	tb	IIIC	T85°C	Db

	 	 	“□” は適用する防爆構造のチェック欄です。適用する防爆構造の□にチェックしてください。選択
した防爆構造を変更しないでください。

・	 容器の保護等級：IP66
・	 周囲温度：-20 ～ +55℃
特別な使用条件
・	 静電気による爆発の恐れがあるので、容器の塗装部と非金属部に対して、乾布によ

る摩擦など、静電気が発生する作業を行わないでください。
・	 EPL	Db が要求される場所に設置する場合、粉じんの急速な流れによる静電気発生や

沿面放電が起こらないように設置してください。
・	 耐圧防爆接合部を修理する場合は、当社にお問い合わせください。
・	 光軸調整ノブをケースに固定するための締付ねじ 1 は、強度区分が A*-50 または

C*-50 または F1-60 のものを使用してください。
・	 オプティクスケースをケースに固定するための締付ねじ 2 は、強度区分が A*-80 ま

たは C*-80 のものを使用してください。
・	 光軸調整ノブをケースに固定するための締付ねじは、当社製の K9776VF のみをご使

用ください。
・	 プロセス温度は認証条件に含まれていません。プロセス温度の影響を受けないよう

に設置して使用してください。
	 	 注 :　* にはプロパティグレードの数字が入ります。

締付ねじ１

締付ねじ２

締付ねじ
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● 設置
下記に記載している内容以外については「3.	設置、配線、光軸調整、配管」を参照して
ください。
・	 警告：周囲温度が 40℃を超える場合は、耐熱温度 75℃以上のケーブルを使用してく

ださい。
・	 本機器に表示されている以下の警告に注意して作業してください。	

「静電気帯電の危険あり－取扱説明書（IM	11Y01D02-01）をご参照ください」
・	 配線には必ず付属のケーブルグランドを使用してください。
・	 アース線の緩みを防止するため、アース線を固定するねじは約 2.0Nm（M5 ねじの箇

所）または約 1.2Nm（M4 ねじの箇所）で締め付けてください。また、アース線はね
じらないようにしてください。

・	 使用しない配線口は、必ず付属の閉止プラグで塞いでください。

● 運転
下記に記載している内容以外については「3.	設置、配線、光軸調整、配管」を参照して
ください。
・	 本機器に表示されている以下の警告に注意して作業してください。
	 「静電気帯電の危険あり－取扱説明書（IM	11Y01D02-01）をご参照ください」
・	 危険場所で機器を操作するときは衝撃等により火花が発生しないように注意してく

ださい。
・	 カバーを開ける際は機器に表示されている以下の警告に注意して作業してください。
	 「通電中および爆発性雰囲気が存在するときは開けないでください」
・	 パージ領域内部の圧力が 10kPa を超えないようにしてください。

光学部パージガス入口または出口光学部パージガス入口または出口

パージガス配管

● 保守および修理
当社が認めた作業者のみが修理できます。
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● ケーブルグランドの取付け手順
製品付属の当社の選定したケーブルグランドを用意してください。

ケーブル

⑦カバー

⑨カップリング

⑧グランド
⑤ガイドリング

④二段パッキン

⑥シートパッキン

③ボディ

②ロックナット①Oリング

(1)	 ⑦カバーを緩めて、⑨カップリングと⑧グランドを③ボディから取り外してくださ
い。

	 ④二段パッキンと⑤ガイドリングは一体になったまま取り出します。
	 ②ロックナットおよび① O リングは、③ボディに取り付けたままにします。
(2)	 使用するケーブルの外径に適合した④二段パッキンを選定し、選定した④二段パッ

キンに対応するラベル（下表参照）を③ボディに貼りつけてください。適合ケーブ
ル外径は④二段パッキンに記載されています。

付加コード 二段パッキンの表示
（適合ケーブル外径[mm]）

ラベル表示

/JA □ * Φ 12 ～Φ 11 SFLU10-M-F1
Φ 11 ～Φ 10 SFLU10-M-F2
Φ 10 ～Φ 9 SFLU10-M-F3
Φ 9 ～Φ 8 SFLU10-M-F4
Φ 8 ～Φ 7 SFLU10-M-F5
Φ 7 ～Φ 6 SFLU10-M-F6

/JB □ * Φ 16 ～Φ 15 SFLU20-M-F1
Φ 15 ～Φ 14 SFLU20-M-F2
Φ 14 ～Φ 13 SFLU20-M-F3
Φ 13 ～Φ 12 SFLU20-M-F4
Φ 12 ～Φ 11 SFLU20-M-F5
Φ 11 ～Φ 10 SFLU20-M-F6

*	 □には数字が入ります。

 
  適合ケーブル外径表示例

(3)	 ケーブルは、⑦カバー、⑨カップリング、⑧グランド、⑤ガイドリング、④二段パッ
キン、⑥シートパッキン、③ボディの順に通しておきます。

	 通信用またはイーサネット用コネクタを取り付ける場合は、事前にケーブルをケー
ブルグランドに通しておいてください。コネクタを取り付けた後では、ケーブルを
ケーブルグランドに通すことができません。

(4)	 配線口に③ボディを取り付けます。
	 ① O リングが配線口に接触した状態から、③ボディを 5(+1/0)	N・m で締め付けてく

ださい。
(5)	 ②ロックナットを機器面に締め付けます。②ロックナットを締め付けの際は③ボディ

をスパナなどで回り止めをしてください。
(6)	 ④二段パッキン、⑤ガイドリング、⑧グランドを③ボディに取り付け、ケーブルを

機器内部へ引込みます。
(7)	 ⑧グランドを 30(+2/0)	N・m で締め付けてください。
(8)	 ⑨カップリング、⑦カバーを③ボディに取り付けます。⑦カバーをスパナなどで③

ボディに締め付けます。
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●	 銘板

YD12

PROBE TYPE TUNABLE DIODE LASER SPECTROMETER
MODEL TDLS8100

警告

-20 TO 55 ºC

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
except for deviations pursuant to Laser
Notice No.50, dated June 24, 2007

4-20 mA DC

24VDC     MAX. 60W

Tamb
OUTPUT
No.

MANUFACTURED
STYLE
SUPPLY

SUFFIX     Ex db IIC T6 Gb
    Ex tb IIIC T85ºC Db
IP66

CLASS 1 LASER PRODUCT

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

1 类激光产品

Made in Japan

・周囲温度が40℃を超える場合、耐熱温度75℃以上のケーブルをご使用ください。
・通電中および爆発性雰囲気が存在するときは開けないでください。
・静電気帯電の危険あり－取扱説明書（IM 11Y01D02-01）をご参照ください。
・設置と安全な使用について－取扱説明書（IM 11Y01D02-01）をご参照ください。

Yokogawa Electric Corporation 2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN

   主銘板の例（デザインや表示内容は変更する場合があります。）

・	 MODEL：形名
・	 SUFFIX：基本コードおよび付加コード
・	 STYLE：スタイルナンバー
・	 SUPPLY：定格
・	 Tamb：周囲温度
・	 OUTPUT：アナログアウトプット
・	 No.：シリアルナンバー
・	 MANUFACTURED：製造年月
・	 防爆記号：	 □	Ex	db	IIC	T6	Gb
	 	 	 	 □	Ex	tb	IIIC	T85° C	Db

	 	 	“□” は適用する防爆構造のチェック欄です。適用する防爆構造の□にチェックしてください。選択
した防爆構造を変更しないでください。

・	 容器の保護等級：IP66
・	 型式検定合格番号：CML	19JPN1453X

・	 警告
	 周囲温度が 40℃を超える場合、耐熱温度 75℃以上のケーブルをご使用ください。
	 通電中および爆発性雰囲気が存在するときは開けないでください。
	 静電気帯電の危険あり－取扱説明書（IM	11Y01D02-01）をご参照ください。
	 設置と安全な使用について－取扱説明書（IM	11Y01D02-01）をご参照ください。

・	 レーザクラス
	 CLASS	1	LASER	PRODUCT
	 Complies	with	21	CFR	1040.10	and	1040.11	except	for	deviations	pursuant	to	Laser	

Notice	No.50,	dated	June	24,	2007.
・	 原産国：原産国を表示
・	 製造者の住所：横河電機株式会社の住所を表示
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■ YH8000（YH8000-J2）

● 技術的データ
設置場所について
	 基本コード -J2 が付加された YH8000 は第 2 類危険箇所で使用することができます。
適用規格
	 工場電気設備防爆指針（国際整合技術指針）
	 第 1 編　総則	 	 	 JNIOSH-TR-46-1:	2020
	 第 6 編　本質安全防爆構造 “i”	 JNIOSH-TR-46-6:	2015
	 第 8 編　非点火防爆構造 “n”	 JNIOSH-TR-46-8:	2015
型式検定合格番号
	 CML	21JPN41340X
防爆記号（Exマーキング）
	 Ex	nA	ic	IIC	T5	Gc
容器の保護等級
	 IP65
周囲温度
	 	 -20℃～ +55℃
定格電圧
	 24	V	DC　12	W
特別な使用条件
・	 静電気による爆発の恐れがあるので、容器の塗装部と非金属部に対して、乾布によ

る摩擦など、静電気が発生する作業を行わないでください。

● ケーブルグランドの取付け手順
TDLS8100 のケーブルグランドの取付け手順をご参照ください。
●	 設置
・	 JIS	C	60664-1 に定めるミクロ環境における汚染度 2 を超えないように設置してくだ

さい。
・	 配線には必ず付属のケーブルグランドを使用してください。
・	 外部配線用のねじ端子台は 0.22	～	0.25	Nm のトルク値で締めてください。
・	 フィールド配線となるイーサネット配線は、過渡現象によって生じる電圧を 119V 以

下とするため、IEEE	802.3	の規格に従って配線してください。
・	 オプションであるタグプレートを使用する場合、帯電防止のため外部接地端子のよ

うな塗装していない金属部分に金属線で固定してください。
●	 運転
・	 爆発性雰囲気が存在する場所で容器を開けないでください。
・	 衝撃または摩擦による火花によって、発火源とならないようにしてください。容器

に火花が発生するような衝撃を与えないでください。
・	 静電気による爆発の恐れがあるので、容器の塗装部と非金属部に対して、乾布によ

る摩擦など、静電気が発生する作業を行わないでください。
●	 保守
・	 水分又はほこりが入らないように乾燥した清浄な環境で容器を開けてください。
・	 当社が任命した者以外による保守・修理は行わないでください。
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 注意
・	 防爆機器の設置は、専門知識を持つ技術者または相当する専門家が行ってください。

防爆機器の設置は、機器の操作者など防爆に関する専門知識を持たない者が行うべ
きではありません。

・	 設置に関しては関連する法律や規定に従ってください。
・	 YH8000 日本防爆形にはケーブルグランドが付属しています。配線にはケーブルグラ

ンドを使用してください。機器の保護等級を維持するため、必ず付属のケーブルグ
ランドを使用してください。

 警告
・	 回路、構成部品などの変更、改造をしないでください。
・	 爆発性雰囲気が存在するときは容器を開けないでください。
・	 静電気による爆発の恐れがあるので、容器の塗装部と非金属部に対して、乾布によ

る摩擦など、静電気が発生する作業を行わないでください。

● 主銘板

製造者

型式

製造番号 防爆記号
Ex nA ic IIC T5 Gc, IP65 警告表示

爆発性雰囲気が存在するときは開けないでください。
静電気帯電の危険あり－取扱説明書をご参照ください。
設置と安全な使用について－取扱説明書をご参照ください。
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TDLS8100
Probe type
Tunable Diode Laser Spectrometer

CMPL 11Y01D02-01EN
1st Edition: Mar. 2019 (YK)

2nd Edition: Jan. 2020 (YK)

1

2

4

11

5

6
7

8

SP PCB AssySP PCB Assy

9 10

3

Item Part No. Qty Description Item Part No. Qty Description
1 K9776HC 1 Cover Assy (with O-ring) 9 — 2 Process Window Assy
2 K9771KG 1 O-ring K9776GA  for O2
3 A1624EF 1 Fuse K9776GB  for CO
4 B1093BS 1 Set Screw K9776GC  for NH3
5 L9827AC 1 Hex. L-key K9776GD  for HCl

6 K9776AZ 1 Retro Reflector Assy 10 K9771KZ 1 Captive Bolt
7 K9777XA 1 Screws (3pcs) 11 K9771KM 1 Screws for grounding terminal
8 K9772TJ 2 O-ring

All Rights Reserved. Copyright © 2019 Yokogawa Electric Corporation.
Subject to change without notice.
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K9777ZA
Calibration Cell for TDLS8100

CMPL 11Y01D02-21EN
1st Edition: Mar. 2019 (YK)

 2nd Edition: Jan. 2020 (YK)

1

2

Item Part No. Qty Description
1 K9777ZB 1 Retro Reflector Assy Cal
2 K9772TJ 1 O-ring

All Rights Reserved. Copyright © 2019 Yokogawa Electric Corporation.
Subject to change without notice.





Customer
Maintenance
Parts List

K9777ZK, K9777ZL
Calibration Cell for TDLS8100

CMPL 11Y01D02-22EN
 1st Edition: Jan. 2020 (YK)

1

2
3

4

Item Part No. Qty Description
1 K9777ZM 1 Retro Reflector Assy Cal NH3/HCl
2 K9772TJ 1 O-ring
3 K9772TH 1 O-ring
4 K9776GC 1 Process window assy for K9777ZK

K9776GD 1 Process window assy for K9777ZL

All Rights Reserved. Copyright © 2020 Yokogawa Electric Corporation.
Subject to change without notice.
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YH8000
HMI Interface Unit for TDLS8000

CMPL 11Y01D10-01EN
1st Edition: Jul. 2015 (YK)

2nd Edition: Oct. 2015 (YK)

4

5

1 2 3

6

Item Part No. Qty Description
1 K9774CR 4 Screw
2 Y9500WU 4 Washer
3 Y9102XA 4 O-ring for screw
4 A1633EF 1 Fuse
5 A3433JQ 1 Power connector

6 A1633JZ 1 RJ45 connector

All Rights Reserved. Copyright © 2015 Yokogawa Electric Corporation.
Subject to change without notice.
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改訂履歴
資料名称 : TDLS8100　プローブ形レーザガス分析計

資料番号 : IM 11Y01D02-01JA
2023年01月／9版
	 UKCA	マーク対応	（iii、v、vii、2-1、2-6、2-8、2-9）
	 防爆規格追加 YH8000-N2	(NEPSI)	（P.2-7、2-9）

2022年04月／8版
	 防爆規格追加 YH8000-U2	(INMETRO)	（P.2-7、2-9）
	 防爆規格変更 YH8000-K2（韓国防爆）（P.2-7、2-9）
	 	 	 			YH8000-J2（日本防爆）（P.2-7、App.	6-6、App.	6-7）
   
2021年12月／7版
	 FMEDAレポート番号更新（P.App.5-3、App.5-4）
	 プルーフテストカバー率更新（P.App.5-3）
	 YH8000　EAC防爆規格番号変更（P.2-7)

2021年07月／6版
	 RoHS 規格変更対応（vii、2-1、2-6）
	 防爆規格対応（2-7、2-10、App.	8-1）
	
2021年01月／5版
	 参照先追加（P.	6-15）
	 FMEDAレポート番号更新（P.	App.5-3、App.5-4）
	 プルーフテストカバー率更新（P.	App.5-3）

2020年06月／4版
	 削除：P.6-15

2020年02月／3版
	 仕様変更（NH3、HCl 追加：P.1-1、2-1、2-4、2-8、2-14、9-18、9-21、9-22、9-26、9-30、
	 適合規格追加（	SIL、日本防爆、韓国防爆、NEPSI）(viii、2-1、2-3、2-5、2-6、2-8、2-9、2-10、付録	5、

付録６）
	 CMPL11Y01D02-22EN新規発行

2019年06月／2版
	 適合規格追加による変更（ATEX、IECE ｘ、FM(US、Canada)）(P.	2-1、2-3、2-5、2-8、2-10、3-9、3-11)

2019年03月／初版
	 新規発行

	 	 横河電機株式会社
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