DS-1502-0

石油化学プラントの保安･防災管理に

スマートタイプガス検知部
Model SD-1RI (TYPE HS)

・SIL2 認証品（IEC61508：2010 機能安全規格）
第三者認証機関『exida』より SIL 2 Capable with HFT=0 の認証を取得！

・HART通信対応機器
最新のHART7仕様 計装管理をよりスマートに

・TIIS[(公社)産業安全技術協会]防爆検定合格品､IECEx/ATEX指令申請中
水素、アセチレン雰囲気下でも使用可能 防爆等級：ExdⅡCT6X 取得

・シンプルで見易い表示画面
LED濃度表示

POWER(緑)､ALARM(赤)､FAULT(黄)3色のランプ

仕様
型式

SD‐1RI (TYPE HS）

検知原理

非分散型赤外線吸収式

検知対象ガス
濃度表示
検知範囲
表示分解能
検知方式
警報設定値
電源表示
外部出力
警報精度（同一条件下）

可燃性ガス
7セグメントLED（4桁）
0～100%LEL
0.5%LEL

警報遅れ時間
（同一条件下）

警報設定値の1.6倍のガスを与えて
30秒以内

ガス警報タイプ

1段警報(High警報)

ガス警報表示

ALMランプ点灯（赤）

ガス警報動作

自動復帰

故障警報・自己診断

システム異常 / センサー異常

故障警報表示

FAULTランプ点灯（黄）/ 内容表示

故障警報動作

自動復帰

拡散式
25%LEL【標準設定値】
POWERランプ点灯（緑）
ガス濃度信号/HART通信
警報設定値に対して±25%以内

付属品

2線式ｱﾅﾛｸﾞ伝送＋ﾃﾞｼﾞﾀﾙ伝送（HART通信）
又は3線式ｱﾅﾛｸﾞ伝送
（電源共通 <電源,信号,ｺﾓﾝ> ）

伝送仕様

DC4～20mA（リニア・負荷抵抗300Ω以下・
分解能200分割）

通信方式
伝送ケーブル
伝送距離
電源
消費電力
ケーブル接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲
使用湿度範囲
構造
防爆性
取得検定・適合基準
機能安全

HART 7
CVVS1.25sq ・4芯又は3芯
1.25km以下
DC24V （DC17.0～26.4V）
最大2W
耐圧パッキングランド
約25秒
‐20～+53℃（急変なきこと）
95%RH以下（結露なきこと）
壁掛型
耐圧防爆構造 （防爆等級：ExdⅡCT6X）
IEC61508：2010 Parts 1-7
SIL2 Capable with HFT=0
約148(W)×161(H)×88(D)mm（突起部は除く）
約2.0kg

外形寸法/質量

安全度水準 SIL（Safety Integrity Level）について

オプション（別売品）

・専用操作レバー
・専用コントロールキー

伝送方式

・パッキン、ワッシャの組合せ表
・丸型防滴キャップ
・校正キャップ
・日除けカバー（パイプ用）
・日除けカバー（壁面用）

SILとは国際規格IEC61508によって規定された、システムの
安全性を示す尺度です。故障やトラブルなどでシステムが動作
しない確率（目標機能失敗尺度）により4等級に分けられます。
昨今のプロセス産業界の安全意識の高まりを受け、認識しや
すい「安全」の一つとしてこのSIL認証が求められることが増え
てきました。この流れを受け、理研計器は国内ガス検知器メー
カーとして初めて機能安全規格 IEC61508：2010 全てのパート
に適合したガス検知器を開発いたしました。
Certificate / Certificat / Zertifikat /

Certificate / Certificat

RK 1310015 C001

Zertifikat /

Systematic Capability: SC 3 (SIL 3 Capable)
Random C apability: Type B Element

RK 1310015 C001
exida hereby confirm s that the:

SIL 2 @ HFT=0; SIL 3 @ HFT = 1; Route 1H
PFDAVG and Architecture C onstraints
must be verified for each application

SD-1RI Infrared Gas Detector

1990年代以降、プロセス計装の現場で徐々に普及してきた
通信プロトコル「HART」。そのテクノロジーはわずか数十年で
大幅な進化を遂げ、現在では無線通信機能を持つほどになり、
世界中で約3,000万台以上の機器に設定されるグローバル標準
となりました。計装管理ソフトウェアも数多く開発され、プロセス
管理・制御、機器の保守点検、プラント資産管理、文書作成等
にかかるコストの削減を実現しています。

The manufacturer
may use the mark:

Riken Keiki Co., Ltd.
Itabashi-ku, Tokyo - Japan
IEC 61508 : 2010 Parts 1-7
and meets requirements providing a level of integrity to:

The SIL limit im posed by the Architec tural C onstraints mus t be met for
each elem ent.

Random Capability: Type B Element

IEC 61508 Failure Rates in FIT*

SIL 2 @ HFT=0; SIL 3 @ HFT = 1; Route 1H
Revision 1.0 Sept. 18, 2014

PFDAVG and Architecture Constraints
must be verified for each application
Safety Function:
The SD-1RI is a three-wire 4-20 mA smart device which detects
combustible gas hazards. It contains self-diagnostics and is
programmed to send its output to a specified failure state upon
internal detection of a failure.

Device

SD

SD-1 RI Gas Detector
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SFF
96.7%

* F IT = 1 failure / 10 9 hours

SIL Verification :

Application Restrictions:
The unit must be properly designed into a Safety Instrumented
Function per the Safety Manual requirements.

The Safety Integrity Level (SIL) of an entire Safety Instrumented Function (SIF)
mu st be verified via a calculation of P FD AVG considering redundant
architectures, p roof test interval, proo f test effectiveness, an y automatic
diag nostics, average repa ir time and the spec ific failure rates of all prod ucts
incl uded in the SIF. Each subsystem m ust be che cked to assure com pli ance
with m inimum hardware fault tolerance (H FT) req uirements.
The following d ocuments a re a mand atory part o f certificatio n:

P lace em bossed
seal here for
o riginals, linin g it
u p at the bottom

ANSI Accredited Program
#1004

社

Random C apability:

Systematic Capability: SC 3 (SIL 3 Capable)

Valid until Oct. 1, 2017

Systematic C apability :
The product ha s m et manu facturer design process requirements of Safety
Inte grity Level (SIL) 3. These are inte nded to achieve sufficient integrity
aga inst systematic errors o f design by the m anufacturer.
A S afety Instrumented Function (SIF) designed with this product must not
be used at a S IL level high er than sta ted.

Has been assessed per the relevant requirements of:

Assessment Report: RK 1 3/10-015 R001 V1 R1

Evaluating Assessor

Safety Manual: No.320-14066T R ev.4
64 N Main St
Sellersville, PA 18960

Certifying Assessor
T-002, V3R4-3

PRODUCT CERTIFICATION

本

SD-1RI Infrared Gas
Detector
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〒174-8744 東京都板橋区小豆沢2-7-6
☎ (03)3966-1111㈹ FAX (03)3558-0043

ホームページ

http://www.rikenkeiki.co.jp/
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