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はじめに
本書では、FLXA

TM

202 2 線式液分析計の本質安全防爆品を使用する場合に、事前検討が必
要な組み合わせ（周辺）機器の選択と接続の方法、旧製品からのリプレースに関して説
明をしています。
危険場所には、設置機器や、接続する機器の選択や方法に制限がありますので、必ず本
書の内容に従ってください。FLXA202 を本質安全防爆で使用する上での条件に関しては、
取扱説明書の使用条件に従ってください。

FLXA202 は、EXA シリーズ（従来器の PH202SJ、SC202SJ など）とは防爆認証の取得の
方法が異なっています。

EXA シリーズは、伝送器と検出器の組み合わせで防爆認証を取得していましたが、
FLXA202 では、2 線式液分析計、検出器のそれぞれで防爆認証を取得しています。本質安
全防爆システムは、それらの組み合わせで構成します。
このため、FLXA202 を使用して本質安全防爆システムを構成する場合、または、FLXA202
でリプレースする場合は、注意が必要となります。特にリプレースする場合は、EXA シリー
ズで組み合わせていた機器が使えなくなる場合がありますので、ご注意ください。

FLXA202 は、安全保持器と組み合わせずに使用した場合、その後危険場所に移設できま
せん。危険場所で使用する可能性がある場合は、非危険場所に設置する場合でも安全保
持器を接続してご使用ください。

本質安全防爆システムの構築に使用する安全保持器は「3.　安全保持器の選択方法」を参
照し選定してください。

本書は、本質安全防爆の規格を説明する資料ではありません。また、個々の機器につい
ての一般的な仕様の記載や説明はしていません。一般的な仕様や設置に関しては、各々
の仕様書、取扱説明書などを参照してください。もちろん、防爆に関する仕様を満たし
ていても、一般の仕様を満たさない場合は組み合わせることはできませんので、ご注意
ください。

2021.01.12-00No. TI 12A01A02-42JA 3rd Edition : Jan. 2021 (YK)
All Rights Reserved. Copyright © 2018, Yokogawa Electric Corporation
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1. 防爆システムの説明

■ FLXA202 2線式液分析計を使用した本質安全防爆システムの機器構成
図 1 に FLXA202 を使用し本質安全防爆システムを構築する例を示します。
FLXA202 は危険場所に配置し、非危険場所に設置した安全保持器により危険場所に供給
するエネルギーを制限します。
安全保持器は使用する国において、本質安全防爆の関連機器として認定され、かつ、
FLXA202 が要求する安全保持定格の要件を満たしたものを使用する必要があります。
ディストリビュータは非危険場所において安全保持器を介して 2 線式液分析計に接続し
ます。

安全保持器

FLXA202

ディストリ
ビュータ

検
出
器

出力

非危険場所危険場所

電源

図1 機器の構成例

■ FLXA202 2線式液分析計を使用した本質安全防爆システムの機器の役割
と仕様

● FLXA202 2線式液分析計
危険場所に設置し検出器からの測定値を非危険場所に伝送します。
本質安全防爆仕様は使用先の国別に対応した仕様をコードで分類していますので、対応
する基本コードを確認の上、指定してください。
次のコード表は、日本の TIIS 本質安全防爆システムに関するコードの例です。
他のコードは GS 12A01A03-01（FLXA202) を参照してください。

2021.01.12-00
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形　名 基本コード 付加コード 仕　様
FLXA202 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ 2 線式液分析計
電源 -D ・・・・・・・・・ 常に -D
ハウジング -B

-C
-D

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

アルミニウム合金鋳物＋ウレタン塗装
アルミニウム合金鋳物＋エポキシ塗装
アルミニウム合金鋳物＋重防食塗装

表示器 -D ・・・・・・・・・ 反射防止タイプ LCD
タイプ -CF ・・・・・・・・・ 本安（TIIS）
第 1 入力 -P1

-C1
-C5

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

pH/ORP
導電率（SC）
電磁導電率（ISC）

第 2 入力 -NN
-P1
-C1

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

なし
pH/ORP
導電率（SC）

出力 -A ・・・・・・・・・ 4 ～ 20 mA ＋ HART
― -N ・・・・・・・・・ 常に -N

言語セット -LA ・・・・・・・・・ 日本語および他 11 言語
使用地域 -J ・・・・・・・・・ 日本

― -NN ・・・・・・・・・ 常に -NN
付加仕様 取付金具

フード

タグプレート
コンジット工事用アダプタ

/UM
/U
/PM
/H6
/H7
/H8
/SCT
/CB4
/CD4
/CF4

汎用取付金具セット（ステンレス製）
パイプ、壁取付金具（ステンレス製）
パネル取付金具（ステンレス製）
日除けフード（ステンレス製）
日除けフード（ステンレス製 + ウレタン塗装）
日除けフード（ステンレス製 + エポキシ塗装）
ステンレスタグプレート
コンジット工事用アダプタ（G1/2 × 4 個）
コンジット工事用アダプタ（1/2 NPT × 4 個）
コンジット工事用アダプタ（M20 × 1.5 × 4 個）

（注）pH の計量法検定付きは従来器の PH202SJ と同様に対応の予定はありません。

FLXA202　TIIS の場合 FLXA202-D-*-D-CF-**-**-A-N-LA-J-NN/***
   * は任意で指定していただくコードです。

● 検出器
2 線式液分析計の本質安全防爆仕様と組み合わせ可能な本質安全防爆形の検出器を使用し
ます。検出器によっては組み合わせられない仕様がありますので注意してください。「2.　
検出器の選択方法」を参照してください。

● 安全保持器（バリア）
危険場所に設置された機器への電圧および電流を制限し、爆発性雰囲気での爆発を防ぎ
ます。安全保持器には、絶縁バリアとツェナバリアのタイプがあります。ツェナバリア
使用時は、バリア内の回路が接地されるため、配線には注意が必要です（「3.　安全保持
器の選択方法」参照）。

● ディストリビュータ
2 線式液分析計への電源供給と電流信号の取り出しを行います。安全保持器の種類によっ
てはディストリビュータが不要で DC 電源が必要な場合がありますので、安全保持器の仕
様を確認して準備してください。

● HART通信機器
HART 通信に対応した安全保持器を使用することで、HART 通信を使用した保守が可能に
なります。
安全のため、ハンディターミナル等で一時的な接続で保守を行う場合は、非危険場所で
接続使用するようにしてください。

2021.01.12-00
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● 接点出力機器
安全保持器を介することで、非危険場所で接点出力機器を使用することができます。
ディストリビュータ PH201G（スタイル B のみ。スタイル A は使用不可）は FLXA202
からの専用通信を用いて、pH 測定システムで自動洗浄（ジェットまたはブラシ）や、
FAIL 接点を出力することができます。このため、PH201G で接点出力を使用する場合は、
HART 通信出力に対応した安全保持器を準備する必要があります。この専用通信が HART
通信の物理層と同等のためです。
専用通信を使用する場合、HART 通信は使用できません。

2021.01.12-00
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2. 検出器の選択方法
本質安全防爆システムで使用する検出器は使用国の認定品であることが前提となります
が、米国・カナダ・韓国・中国では、Simple apparatus の要件を満たす宣言をしているも
のであれば使用可能となります。
日本では TIIS で認定された検出器が必須です。

2線式液分析計検出器接続部の本質安全定格

入力タイプ Uo (V) Io (mA) Po (mW) Lo (mH) Co (µF)
pH/ORP/SC 11.76 116.5 342.4 1.7 0.1

ISC 11.76 60.6 178 8 0.1

認定品であっても、2 線式液分析計の安全保持定格に適合している必要があります。

2線式液分析計検出器接続部の本質安全定格と検出器安全保持定格との関係

検出器安全保持定格 Ui (V) Ii (mA) Pi (mW) Li (mH) Ci (µF)
関係 Ui ≧ Uo Ii ≧ Io Pi ≧ Po Li ≦ Lo Ci ≦ Co

Li と Ci は配線のパラメータを含みます。

Simple apparatus の宣言を行っている検出器を使用する場合は、検出器の取扱説明書の使
用条件にしたがって使用してください。

2 線式液分析計と組み合わせ可能な横河電機製検出器は以下の一覧を参照してください。

TIIS認定検出器

測定項目 形名 基本コード 備考
pH PH8EFP -T KCL 補給形 pH 検出器
pH PH8ERP -T KCL 拡散形 pH 検出器

pH PH8ECP -PW 電解プラント用ガラス複合形 pH 検出器
-PW：白金電極

pH PH8EHP -T 純水用 pH 検出器

ORP OR8EFG -AW
-PW

KCL 補給形 ORP 検出器
-AW：金電極
-PW：白金電極

ORP OR8ERG -AW
-PW

KCL 補給形 ORP 検出器
-AW：金電極
-PW：白金電極

pH/ORP FU20F － pH/ORP SENCOM 検出器
pH PH4PT － 測温抵抗体一体形ポリマー電解質 pH 検出器
pH PH4FT － 測温抵抗体一体形耐フッ酸 pH 検出器
pH PH4CT － 測温抵抗体一体形化学プロセス用 pH 検出器

導電率 SC4AJ -V
-W

導電率検出器
-V：チタン製
-W：SUS316 製

導電率 SC210G -V
-W

-V：低レンジ形（セル定数：0.05cm-1）
-W：中レンジ形（セル定数：5cm-1）

電磁導電率 ISC40SJ -TW 本質安全電磁導電率検出器

2021.01.12-00
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Simple apparatus宣言済み検出器

測定項目 形名 基本コード 備考
pH PH8EFP － KCL 補給形 pH 検出器
pH PH8EHP － 純水用 pH 検出器
pH PH8ECP － 電解プラント用ガラス複合形 pH 検出器
pH PH8ERP － KCL 拡散形 pH 検出器
pH PH4P － ポリマー電解質 pH 検出器
pH PH4PT － 測温抵抗体一体形ポリマー電解質 pH 検出器
pH PH4F － 耐フッ酸 pH 検出器
pH PH4FT － 測温抵抗体一体形耐フッ酸 pH 検出器
pH PH4C － 化学プロセス用 pH 検出器
pH PH4CT － 測温抵抗体一体形化学プロセス用 pH 検出器
pH PH4FE － 発酵用 pH 検出器
ORP OR4P － ポリマー電解質 ORP 検出器
ORP OR4C － 化学プロセス用 ORP 検出器
導電率 SC4AJ － 導電率検出器
導電率 SC210G － 導電率検出器

IECEx、ATEX、FM、CSA認定検出器

測定項目 形名 基本コード 備考

pH/ORP FU20 － pH/ORP Combination sensor
IECEx、ATEX のみ対応

pH SC25V － Combined 12mm sensor
IECEx、ATEX のみ対応

電磁導電率 ISC40S － Inductive Conductivity Sensor

2021.01.12-00
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3. 安全保持器の選択方法
安全保持器には絶縁バリアとツェナバリアがありますが以下の要領で機器の選定をして
ください。

■ 絶縁バリアの選択
・ 使用する国で本質安全防爆の機器として認定された機器であり、かつ、2 線式液分析

計を配置する防爆エリアの保護に対応した機器であること。
・ 2 線式液分析計の本質安全防爆仕様で定義するパラメータに対して以下の関係である

こと。
2線式液分析計パラメータ 絶縁バリアパラメータ

Ui：30 V ≧ Uo
Ii：100 mA ≧ Io
Pi：0.75 W ≧ Po

Ci：13 nF　+Cc ≦ Co
Li：0 mH　+Lc ≦ Lo

 Lc：外部配線のインダクタンス、Cc：外部配線のキャパシタンス

・ 2 線式液分析計の動作条件を満たすこと。
 pH、SC、DO を 1 入力で使用する（第 2 入力、基本コード -NN）場合、2 線液分析

計の電源端子において 16V DC 以上の電源電圧を供給可能なもの。
 ISC 入力に関しては 2 線式液分析計の電源端子において 17V DC 以上の電源電圧を供

給可能なもの。
 SENCOM 入力に関しては 2 線式液分析計の電源端子において 21V DC 以上の電源電圧

を供給可能なもの。

● 選定例
P&F 社製 KFD2-STC4-Ex1 の場合

パラメータの確認
 Uo=25.4V、Io=86.8mA、Po=0.551W、Lo=4.6mH、Co=0.093µF であり、すべての条

件を満たしている。
動作仕様の確認
 20mA 出力で 16V 供給可能であるため、pH、SC、DO を 1 入力で使用する（第 2 入力、

基本コード -NN）場合は動作可能。

■ ツェナバリアの選択
・ 使用する国で本質安全防爆の機器として認定された機器であり、かつ、2 線式液分析

計を配置する防爆エリアの保護に対応した機器であること。
・ 2 線式液分析計の本質安全防爆仕様で定義するパラメータに対して以下の関係である

こと。
2線式液分析計パラメータ 絶縁バリアパラメータ

Ui：30 V ≧ Uo
Ii：100 mA ≧ Io
Pi：0.75 W ≧ Po

Ci：13 nF　+Cc ≦ Co
Li：0 mH　+Lc ≦ Lo

 Lc：外部配線のインダクタンス、Cc：外部配線のキャパシタンス

・ 2 線式液分析計の動作条件を満たすこと。
 ツェナバリアの場合、ツェナバリア内の電流制限抵抗とディストリビュータの伝送

器供給用電源電圧、受信 ( 電流電圧変換 ) 抵抗、配線抵抗の確認が必要になります。

2021.01.12-00
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r1 R1 R2

r2

r3

r4

受信抵抗

ツェナバリアFLXA202 ディストリビュータ

図2 ツェナバリアの接続例

 2 線式液分析計は電源の端子間に、バーンアウト時の動作電圧 11.5 V を確保する必要
があります。

 2 線式液分析計がバーンアウトした場合に流す電流 22 mA と、図の配線抵抗 r1 ～ r4
と、ツェナバリア内の抵抗値 R1、R2 および受信抵抗の合計抵抗値で発生する電圧降
下は、端子間電圧 11.5 V を供給できるものでなければなりません。

 横河電機製の一般的なディストリビュータの場合、4-20 mA の信号に対して受信抵抗
250 Ω、供給電圧 25.25 ± 0.25 V で設計されています。 
pH 計専用ディストリビュータ PH201G は受信抵抗 100 Ω、供給電圧 24 ～ 28 V で設
計されています。

  Vtm=Vs － (Rc+Rz+r) × IB　(V)
   Vtm： 2 線式液分析計端子間電圧 (V)
   Vs： ディストリビュータ供給電圧最小値 (V)
   Rc： 受信抵抗 ( Ω )
   Rz： ツェナバリア内抵抗合計値 ( Ω )
   r： 配線抵抗合計値 ( Ω )
   IB： バーンアウト時の電流 (A)

 ツェナバリア内の合計抵抗値が 340 Ωであるものを使用し、配線抵抗の合計値が 
20 Ωであった場合、横河電機製ディストリビュータと組み合わせて使用すると、上
記の式より

  Vtm=25-(250+340+20) × 0.022=11.58　(V)
 となり、端子間電圧を確保することができます。
 配線抵抗を 25 Ωとした場合は端子間電圧が 11.47 V となり必要電圧を確保できないた

め、バーンアウトを使用しないなど制限が発生しますので、配線抵抗が 25 Ωを超え
る場合には、PH201G など、受信抵抗の小さいディストリビュータを推奨いたします。

● ツェナバリア使用時の注意事項
図 2 で示すように、ツェナバリアの－側端子は保護機能のため接地に接続されます。ディ
ストリビュータは入力端子が接地と絶縁されているものを使用してください。伝送信号
(4-20mA 信号 ) が受信抵抗を流れず指示値異常になります。

● 選定例
EATON 社製 MTL7728+ の場合

パラメータの確認
 Uo=28V、Io=93mA、Po=0.65W、Lo=4.2mH、Co=0.083µF であり、すべての条件を

満たしている。
動作仕様の確認
 内部抵抗最大値 333 Ωのため、横河電機製のディストリビュータとの組み合わせで

25 Ωの配線抵抗は確保可能。

2021.01.12-00
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4. TIIS本質安全防爆システムのEXAシリー
ズをFLXA202でリプレースする場合

EXA シリーズは伝送器と検出器を組み合わせて TIIS の本質安全防爆認証を取得していま
したが、FLXA202 2 線式液分析計は 2 線式液分析計のみで TIIS の本質安全防爆認証を取得
しているため、安全保持定格の適合する TIIS の本質安全防爆認証のある検出器であれば
組み合わせて使用することができます。

リプレースの際は、2 項、3 項を参照し、検出器、2 線式液分析計、安全保持器のすべて
をリプレースしてください。

4.1 pH測定システムおよびORP測定システムのリ
プレース

■ 安全保持器
PH200S、PH202S（TIIS 防爆仕様）、および PH202SJ で使用していた BARD-400 と BARD-
800 は FLXA202 と適合規格（認証制度）が異なるため、使用できません。

「3.　安全保持器の選択方法」を参照し、安全保持器を選定してください。

■ 検出器

● PH8EFP、PH8ERP、OR8EFG、OR8ERGをご使用の場合
必ず検出器を交換してください。防爆検定ラベルが貼られた検出器へ交換が必要になり
ます。

「2.　検出器の選択方法」の TIIS 認定検出器の表を参照してください。
また、FLXA202 を使用してシステムを構成する場合、中継端子箱が使用できません。既
設で使用していた場合、必要全ケーブル長を考慮して選択してください。

● その他の検出器（HA405、DPA405、FU20など）をご使用の場合
防爆認証は取得していません。これらの検出器をご使用の場合、pH 検出器は PH8EFP ま
たは PH8ERP、ORP 検出器は OR8EFG または OR8ERG へ変更していただく必要があります。

■ ホルダ
既設のホルダの流用が可能です。また、耐圧防爆仕様のホルダ（PH8HFF、PH8HSF）、超
音波発振器（PH8USF）、および電磁弁（PH8MVF）もそのまま使用できます。
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4.2 導電率（SC）測定システムのリプレース

■ 安全保持器
SC200SJ または SC202S で使用していた BARD-400 と BARD-800 は FLXA202 と適合規格（認
証制度）が異なるため、使用できません。

「3.　安全保持器の選択方法」を参照し、安全保持器を選定してください。

■ 検出器

● SC4A（受注停止製品）、SC4AJ、SC210Gをご使用の場合
防爆検定ラベルが貼られた検出器へ交換が必要になります。

「2.　検出器の選択方法」の TIIS 認定検出器の表を参照してください。

● SC8SGをご使用の場合
防爆認証は取得していません。FLXA202 の防爆システムでは使用できません。SC4AJ、
SC210G をご使用ください。

4.3 電磁導電率（ISC）測定システムのリプレース

■ 安全保持器
ISC200S で使用していた BARD-400 は FLXA202 と適合規格（認証制度）が異なるため、
使用できません。「3.　安全保持器の選択方法」を参照し、安全保持器を選定してください。
ISC202SJ で使用していた BARD-820 はそのまま使用できます。

■ 検出器
ISC40SJ で「材質および構造」仕様が "-GG" と "-TT" の検出器は使用できません。防爆検
定ラベルが貼られた検出器へ交換が必要になります。

「2.　検出器の選択方法」の TIIS 認定検出器の表を参照してください。
また、FLXA202 を使用してシステムを構成する場合、中継端子箱が使用できません。既
設で使用していた場合、必要全ケーブル長を考慮して選択してください。

■ ホルダ
潜漬形ホルダ以外の既設ホルダは流用が可能です。
潜漬形ホルダは、FLXA202 用の TIIS 防爆形検出器とは組み合わせることができません。
FLXA202 用の TIIS 防爆形検出器では、防爆要件により金属部分の接地が必要です。この
ため、検出器の金属部分に接地端子があります。この検出器を潜漬形ホルダに取り付け
ると、金属部分がホルダ内部に入り、接地配線が行えないため、組み合わせできません。
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