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◆本機器を安全にご使用いただくために
注

意

本器のセンサは、セラミック（ジルコニア素子）製ですので、衝撃や熱ショックで破損
することがあります。
検出器の取扱や設置場所には十分ご注意ください。
● 検出器を取り付けるとき、センサ部（プローブ先端）に衝撃を与えないようにご注
意ください。
● 検出器のプローブ（センサ部）に直接水滴が当たらない場所に設置ください。
● 校正ガス配管に漏れがある場合、測定ガス中の水分が校正ガス配管に溜まる場合が
あります。この状態で校正ガスを流すと、
センサ内に水分が入りセンサが破損します。
校正ガス配管の施工後は漏れ検査を十分に行ってください。
● 検出器（特に先端）は高温になります。必ず耐熱手袋をして扱ってください。やけ
どの危険があります。

警

告

● ZR22G は重量物です。誤って落とし、人体を損傷することのないよう十分ご注意く
ださい。
● 配線接続にあたっては、供給側の電圧が本計器の定格電圧に合っていることを確認
してから電源コードを接続してください。また、接続の際には電源コードに電圧が
かかっていないことを確認してください。
● プロセスガスが人体に有害な物質の場合は、メンテナンスなどで本計器をプロセス
ラインから取り外した後も慎重に取扱い、残留ガスの吸入などのないよう十分ご注
意ください。

Media No. TI 11M12A01-02 (CD)
3rd Edition : Jan. 2013(YK)
All Rights Reserved. Copyright © 2007, Yokogawa Electric Corporation
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■ 説明書中のシンボルマーク
説明書中のシンボルマークは、以下の内容を示します。

警

告

回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがる危険な状況が生じることが予見される
場合に使う表示です。本書ではそのような場合その危険を避けるための注意事項を記載
しています。

注

意

回避しないと、軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状況が生じることが予見
される 場合に使う表示です。本書では取扱者の身体に危険が及ぶ恐れ、または計器を損
傷する恐れが ある場合、その危険を避けるための注意事項を記載しています。

注

記

操作や機能を知るうえで、注意すべきことがらを記載しています。
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1.  はじめに

1.

1

はじめに
この技術情報 (TI) は、基本的な事項を簡易にまとめたものです。詳しくは、取扱説明書 (IM
11M12A01-02) をよく読んで、IM の指示に従ってください。
また、ZR 形ジルコニア式酸素濃度計を正しくご利用していただくためには、
（1）アプリケーションに適したシステムを組むこと。
（2）設置環境が設置条件を満たしていること。
（3）校正することによって性能が保証されますので、定期的な校正を行なうこと。
が重要です。
この TI と IM を十分理解していただき、正しくご使用ください。
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2．検出器の種類と選定にあたっての注意

2．

検出器の種類と選定にあたっての注意
検出器には大きく分けて比較ガスの供給方法から以下の 3 つの方式があります。用途に
合わせて、選定してください。
（1）計装空気方式 … 検出器の比較ガス側に計装空気を流します。必ず計装空気（露点：
-20℃以下）を流してください。
計装空気を流さないと、指示がふらついたり、高い値になること
があります。また、センサの劣化、ヒータ断線の原因となります。
（2）自然対流方式 … 検出器の比較ガス側に、自然対流により、外気の空気を取り込み
ます。指示は、外気の気圧変動や湿度の影響を受けます。
（3）圧力補正方式 … 計装空気を検出器の比較ガス側に通した後、炉内に返送します。
この方式によって、比較ガス側の圧力が炉内圧とほぼ同じになり、
炉内圧の影響を受けにくくなります。炉内圧 3 kPa 以上の場合は、
推奨、5 kPa 以上の場合は、必須となります。

以下の表は、それぞれの方式の選定と使用条件により推奨する補器を示しています。
機種・使用上のポイント
No.
項 目
1 バルブ

設置環境
一般
アプリケーション

選定理由
選定方法
検出器校正ガス入口 /SV：ストップバルブ
での漏れ防止
/CV：チェックバルブ
校正ガスを常時接続す
る場合はチェックバル
ブを、常時接続しない
場合はストップバルブ
を選択してください。

備 考

ストップバルブ

チェックバルブ

2

プ ラ ン ト の 微粉炭ボイラ
種類
重油ボイラ
セメントキルン
ごみ焼却炉

プローブの摩耗防止

プロ―ブプロテクタ：
ZO21R

HCI による腐食防止

校正ガス管
インコネル製：-C
インコネル製管

バークボイラ

未燃物燃焼の防止

ダスト除去フィルタ：
K9471UA
ダスト除去フィルタ

3

ガス温度

700℃以上

600℃ ~700℃

4

ガス流れ

ダスト

ガスの流れ方向に
より直接センサに
ガスが流れ込む
可能性がある場合
可燃性ダストが
混入する場合

・ 測定ガスの温度を 高温用プローブアダプタ：
700℃以下に低下さ
ZO21P-H
せて検出器へ導入 材質 SiC：-A
・ プ ロ ー ブ の 曲 り （ガス温度 800℃以上）
防 止（800 ℃ 以 上 材質 SUS316S：-B
の場合）
（ガス温度 800℃以下）
センサ取付けボルト /C：インコネル製ボルト
焼付け防止
酸素濃度指示ふらつ ダストガードプロテクタ：
き防止
K9471UC

インコネル製ボルト

ダストガードプロテクタ

可燃性ダストの混入
を防止
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3．検出器の適切な設置場所

3．

3

検出器の適切な設置場所
検出器を設置する場所が適切でないと、正しく測定できなかったり、短時間で、損傷し
たりすることがあります。
（1）点検・保守のしやすい所
（2）周囲温度が高すぎず（最高 150℃）端子箱部分が輻射熱を受けない所
（3）腐食性ガスがない所
（4）振動のない所
代表的な検出器の適切な設置例を以下に示します。
不適切な設置例

適切な設置例
指示がふらつきます

煙道

ガスの流れ
（ガスの流れが斜め前方）
指示がふらつきます

（煙道の曲がり角）
指示がふらつきます
センサが破損します

（検出器が上向き）
指示がふらつきます
センサが破損します

プローブプロテクタ
ダストガードプロテクタ

（水滴の落ちてくる場所）
センサが劣化します
ヒータ断線します

（屋外設置で大気中に腐食性・可燃性ガスが
含まれる）

比較ガス

変換器の設置場所（ZR402の場合）
1. 表示が見やすく、キー操作のしやすい所
2. 点検．保守のしやすい所
3. 周囲温度が高すぎず（最高 55℃）
、温度変化の少ない所
4. 湿度が高すぎたり、低すぎたりせず（40 ～ 75％ RH を推奨）
、腐食性ガスの少ない所
5. 振動の少ない所
6. 検出器の設置場所に近い所
7. 直射日光のあたらない場所
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4．配管時の注意

4.

配管時の注意
漏れのないように配管してください。特に校正ガス配管に漏れがありますと、正しく測
定できません。また、測定（炉内）ガスが逆流し、配管や機器を腐食させる原因にもな
ります。必ず漏れのないように配管してください。また、校正ガスラインには、チェッ
クバルブかストップバルブを検出器直近に取り付けてください。
比較ガスとして計装空気を使用する方式の場合、比較ガスには計装空気を必ず配管し、
流量が 800 ～ 1000 ml/min になるように設定してください。
自然対流方式でご使用になると、正しく測定できない場合があります。ご注意ください。
配管例を示します。詳しくは IM を参照ください。

■ 比較ガスとして計装空気を使用するシステム例
ZR402G変換器

ZR22G検出器

EXA ZR402G

信号

チェックバルブ

〜 100〜240V AC

接点入力
アナログ出力、HART通信
接点出力

ヒータ電源

漏れが無いように取り付ける。
校 正ガス配 管をしな い 場 合
は、ブラインドプラグを取り付
けてください。
樹脂プラグは不可。

流量計

ニードル弁

比較ガス

エアセット

校正ガス

計装空気
スパンガス

流量設定器

ZA8F

漏れがないこと

減圧弁
ゼロガス
封入ボンベ

校正ガスラインにはガス流量が 600 ± 60 ml/min になるように調整してください。

■ 比較ガスとして自然対流を使用するシステム例
ZR402G変換器
ZR22G検出器
EXA ZR402G

信号

ストップバルブ

〜 100〜240V AC

接点入力
アナログ出力、HART通信接点出力

ヒータ電源

漏れが無いように取り付ける。
校 正ガス配 管をしな い 場 合
は、ブラインドプラグを取り付
けてください。
樹脂プラグは不可。

校正ガス

〜
スタンダードガスユニット
ZO21S
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5．配線時の注意

5．

配線時の注意
本器は微弱な信号を扱う精密機器です。シールドとアース配線は確実に実施してください。
配線作業が全て完了するまで変換器や変換器と接続している機器には絶対に通電しない
でください。
以下に配線時の注意点を示します。
信号線と電源線は、次の条件で施工ください。
1． 電源は無停電電源をご使用ください。
2． シールドは、必ず変換器の FG 端子に接続ください。
3． 信号ケーブル最外部の被覆を剥離する長さは 50 mm 以下、電源ケーブル最外部の被
覆を剥離する長さは 20 mm 以下にしてください。
4． 検出器信号ケーブルをヒータケーブルや電源ケーブルと同一のコンジット管内に敷
設すると、
ノイズ障害を引き起こします。必ず別のコンジット管を使用してください。
5． 変換器の配線しない配線口には、金属のブラインドプラグをしてください。
6． 金属コンジットは接地してください。
7． 配線には、下表のケーブルを使用してください。シールド線の使用は、外乱ノイズ
からの影響を防ぐだけでなく、本器からの放射ノイズを抑制する目的があります。
8． 屋外設置では雰囲気ガスが機器内に混入しないように、シールして配線してください。
変換器端子名称
CELL+、CELLHTR TC+、HTR TCCJ+、CJ
HEATER
L、N
AO-1+、AO-1-、AO-2+、AO-2DO-1、DO-2、DO-3、DO-4
AC-Z、AC-S、AC-C
DI-1、DI-2、DI-C

名称

シールドの要・不要

芯数

要

6

検出器信号
検出器ヒータ
電源
アナログ出力
接点出力
自動校正ユニット
接点入力

要

2
2 または 3
2 または 4
2～8
3
3

*1
*2

＊ 1：往復抵抗が 10 Ω以下になるようにしてください。
＊ 2：保護接地をケースからとる場合は、2 芯を使用してください。

注

意

・ケーブルの外径は、使用するケーブルグランドに合わせて決めてください。
・保護接地は、JIS D 種（第 3 種）接地（接地抵抗 100 Ω 以下）相当で配線してください。
接地配線
検出器の接地配線は検出器ケースの接地端子へ接続します。変換器の接地配線は変換器
ケースの接地端子または機器内の 端子へ接続してください。
・接地抵抗は 100 Ω 以下になるようにしてください。
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6

電源投入時の注意
高電圧がかかるラインがあります。電源投入前に地絡配線やショート配線がないことを
十分確認してください。
原則として本器へ電源を供給する前に、まず、校正ガス配管内へ、5 ～ 10 分間、約 600
ml/min の流量で空気を流してください。また、
長時間運転を停止した場合には、
必要なデー
タを再設定してください。
特に、ヒータラインが地絡またはショートしていますと、内部回路を破壊し、ヒータも
焼損する可能性があります。十分注意してください。
正常の場合
ヒータライン間の抵抗：約 60 ～ 70 Ω（＝ヒータ抵抗）
ヒータライン…接地間絶縁抵抗：500 V DC 20 MΩ 以上
です。
絶縁抵抗の測定方法の詳細は、IM をご覧ください。

7．

校正について
本器はセンサの劣化とともに、測定値に誤差が生じます。精度よく測定するためには定
期的な校正が必要です。下記のようなシステム構成で校正を実施してください。

■ 比較ガスとして計装空気を使用するシステム例
ZR402G変換器
ZR22G検出器
EXA ZR402G

信号（6芯シールド）

ストップバルブ
または
チェックバルブ

~ 100〜240 V AC

ヒータ電源（2芯）

比較ガス

流量計

接点入力
アナログ出力、HART通信
接点出力

ニードルバルブ

エアセット
計装空気

校正ガス

スパンガス
（ゼロガスと同等の
校正ガスユニット）
流量設定器

減圧弁

ZA8F

ゼロガス封入ボンベ

校正ガスユニットケース

■ 比較ガスとして自然対流を使用するシステム例
ZR402G変換器
ZR22G検出器

ストップバルブ

EXA ZR402G

信号（6芯シールド）
ヒータ電源（2芯）

~

100〜240 V AC
接点入力
アナログ出力、HART通信
接点出力

校正ガス

~
スタンダードガスユニット
ZO21S
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7

運転を停止、または再開する場合の注意
運転停止
運転を停止するに当たっては、運転停止中に、検出器のセンサが使用不能にならないよ
うに留意してください。

注

意

ボイラや工業炉などの装置とともに本器の運転も停止させると、センサ部で結露が生じ、
ダストを付着させてしまうことがあります。この状態で運転を再開したとき、750℃に
熱せられるセンサは、ダストを固着させて性能の著しい劣化を引き起こすばかりでなく、
多量の凝縮水が溜まっている場合は破損して使用不能となります。したがって、トラブ
ルを防止するため、装置の運転を止めるときは、次の処置をとってください。
（1）可能ならば、本器の電源は入れたまま、比較ガスは流したままにしておいてください。
もし、不可能ならば、検出器は取り外しておいてください。
（2）やむなく、本器の電源を入れておくことも検出器を取り外しておくこともできない
場合は、比較ガスおよび校正ガス配管内へ、計装空気を 600 ml/min の流量で流して
おいてください。
運転再開
原則として本器へ電源を供給する前に、まず、校正ガス配管内へ、5 ～ 10 分間、約 600
ml/min の流量で計装空気を流してください。
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8

設置についてより詳しく知っていただくために
Q&A
Q1 挿入長はどのようにして決めるのでしょうか？
A1 炉内にはガス流速分布があります。酸素濃度を安定して測定するために炉内の中心
になるようにプローブ長を選定することを推奨します。
Q2 プローブ長が長い場合には何か補強が必要でしょうか？
A2 プローブ長 2 m を超える場合には、プローブプロテクタ（ZO21R-L）を使用してく
ださい。プローブプロテクタは、補強だけでなくダストガ－ドの役目もしています。
ガスの流れに対して方向がありますので設置には注意してください。
Q3 屋外設置で比較ガスが用意できない場合にはどうすれば良いでしょうか？
A3 ダイヤフラムポンプなどを使用して空気を供給してください。その際に、雰囲気中
に含まれる水分や腐食性ガスを除去するために、シリカゲルや活性炭をダイヤフラ
ムポンプの後に取り付けてください。このシステムでスパン校正する場合、チェッ
クバルブは動作圧が高いので使用できません。
Q4 高温用プローブアダプタ（ZO21P-H）の設置・使用上の注意点はありますか？
A4 高温用プローブアダプタ（ZO21P-H）のエジェクタ出口は配管せずに大気開放とし
てください。どうしても配管する場合には、内径 Ø8 以上の配管を使用し、直管部を
150 mm 以上取って背圧がかからないようにしてください。配管を曲げる場合は、半
径 100 mm 以上の曲げとしてください。吸引流量が多いと供給空気によりエジェク
タ出口が冷却され、詰りの原因となります。吸引流量が 2 ～ 5 l/min になるようにエ
ジェクタ供給空気圧を設定してください。設定圧の詳細は IM 11M12A01-02 をご確認
ください。エジェクタ吸引ガスを炉内に返送する場合は、
特注となります。SiC プロー
ブを使用する場合は、垂直取り付けとしてください。また、SiC はヒートショックに
弱いためブローバック空気圧は 0.1 MPa 程度としてください。
Q5 エジェクタ供給空気は専用減圧弁が必要でしょうか？
A5 エジェクタ吸引量は、エジェクタへの供給圧力と炉内圧力できまります。エジェク
タ供給圧力を調整するために専用の減圧弁を使用してください。
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