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計器継電器を小形化したり,多性能化して,計器盤や円己電盤の鮮

少化を計る努力は前年に引絞き行われ,記録計,調節計などの′ト形

化,距離継電器,/くイロットワイヤ継電器などの多性能,多要素化

はこれらの目的達 にノ寄与するところが大であった｡

さらに交流機関車用粕殊継電器,電気式速度記録計,電気式車両

走行積算計などの開発は車両機 に新機軸を出したものであり,ま

たトランジスタテレメータの完成ほ単にトランジスタの計測器への

進出の一一例としてでほなく,今後の計測器の小形化にいっそう

するところが大きいものと思う｡

このほか積算電力計,絶縁抵抗計などにおいても数多くの新器穫

が開発された｡

また近代産業の合理化に伴い,工業計器の需要ほますます増大し,

34年度もまた電子管式日動平衡計器,調節計,分析計などの性能改

善をほじめ,数多くの新しい言~占種が朋発された｡なかでも電磁式流

晶計,空気虻式伝送式面積式流読了汁,電子式調節計などの開発ほ新

分野への進出の糸Llとして隼揖己されよう｡これらのおもなものにつ

いて下ぶする｡

る.】継 電 器

国内電力需給量の伸張に伴い,新鋭火力発電所,高圧送電線,大

容量変電所の建設が引絞き清発で,これにJ忘じ奇相の新形継電器が

開発された｡これらの継電器ほいずれも動作の確実,精度の向上,

高速度化など所要の性能を有することほもちろん,盤面縮小,配緯,

取扱点検簡便のための多性能化,多要 化,小形化に多くの努力が

ほらわれた｡すなわら,火力発電所用としてはモータ保護用多性能

過電流継 器,送電線保護用にほ多要素入り距離継電器,故障検出

低電圧継電器,三端子系の無電流才闘こおいても安定な動作のできる

パイロットワイヤ継電器,発変電所用として比率継電器補助装置,

栂線保護継電器など按瀾朗にむずかし.い継電器を続々と完成した｡

る.1.1送電線用継電器の開発

り)距離継電器

距離継`竜 は継電路設~置点から故障点までの距離腐 線のイ

ンピータンスまたはリアクタンスなどで測定動作するものである

ので静白くJ測租特性が良好であることはもちろん,過渡時の測踊拍

牲も将に正確なことが要求される､二】L.かるに--･般に電磁形の構造

の継電器においてほ故障電流に含まれる底流分により延長動作す

る傾向にあり,この縮小は距離継電器の大きな問題である.〕

日立製作所でほ平衡棒形構造のAZ形高速度インピーダンス継

電器,AX形高速度リアクタンス継電器などを製作してきている

が,これらヤ微目早形継`ぷ器の延長動作についての理.論的検討と

150MVA 終発電機設備による数~百回にわたる過渡武闇の結果,

電流線輪を空隙付補助変流器を介して励磁することにより延長動

作を約5%以下にとどめることに成功し,その

信板度ほ一段と向上した二

それととも 従に

果距離継電器の

であったインピーダンスまたはリアクタ

ソス継電器と方向継電器を一体にし,これに空隙付補助変流器を

内蔵したAHZ形インピーダンス 電器,AIiXG形リアクタソス

継電器を完成したこ これほ従来に比し配電盤占有面積が約50%程

斐になっている｡

(､2)KVO3形高 度低電圧継電器

送電線などの故障検出継電器として低電虹継電器が使川される

･10

第1図 AHXG形高速度

リアクタンス継電器

第2図 KVO3形高速度

低電圧継電器

ことが多いが,長距離送電線などにおける遠方故障の場合電圧が

ほとんど降下せず単なる低電圧継電器でほ故障検朝が国難な場合

がしばしばある｡

本継電器ほこのような場合にも確実に故障検出するため開発し

たもので,低電圧継電器としての動作力のほかに過電流継 器と

しての特性を加味したことを特長としており,これによって回路

電圧がほとんど降下しない場合でもきわめて 高 が出検障故に度

でき,キャリヤリレーの起動継電器として好適である..

低電圧またほ過電流によって接点を閉路するUC式,接点を閉

路するUO式,および閉路,閉路2組の接点を有するUT21】21式

の3桂類があり,いずれも60～80Vのタップを宿している｡

(3)引出形継電器

最近の円己電盤においては主継電器はほとんど引出形になってい

るか,これらは外部からの人力と内部要素を接続する接続機構の

ため大きくなりかちで,盤面縮′トの点からほ多要

が好ましい､-ノ

入りの引山形

このため引出形の機蛸に改良を加え,選択短絡,接地継電器な

ど2要素よりなる継電盆でほ従来別々のケースに収納しているも

のを同一･ケースに収納しノたしKRV形QW式高速度通電力継 器,

KHG5形W式高速度接地継電儲などがこれで,盤占有面積は従来

に比し約60%になっている.｣上記AHZ形,KVO3形継電器な

どもこの構造になっている｡

る.1.2/くイロットワイヤ継電器の開発

KD5形高速度パイロットワイヤ継電器

大都市の送電網の整備につれてパイロットワイヤ継電器ほしだい

に汎用化してきている状況にかんがみ,さきに小形で使いやすい継

電器としてKD2チ玖 KD3形などの高速度パイロットワイヤ継電器

を完成しすでに多数納入しているが,これに引続いてKD5形継電

君を完成L東京電力戸越変電所ほかに納入した｡

ニれほ2端子,3端子送電棟の別なく使用できるもので,そのま

吏接地継電器とLて,またこれに付属する総合変流器をかねたCT

比補止装置と組合五せることにより各端でCT比が異なる場合にも

適用できる短絡継電器とL･て使用できるなどほとんど万能に近い特
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第3図 KD5形高速度パイ

ロットワイヤ継電器

第4図 IOM形過電流

継電器

性を備えている｡

本継電器は1A連続定格で0.4､1Aのタップを有し,特殊設計

の可飽和入力変流器により一種の可変比率動作隼剖如こなっている｡.

その比 は2端子,3端二子送電線においていかなる電線数,許_吊二の

外部故障に対しても流入電流>流H電流と仮定した場合(流入電流

一流田電流)/流山電流の比が50%以下では誤動作のおそれなく,し

かもCT誤差の出やすい大 流においてはこの比は数百パーセント

に達し安定な特性になっている｡

また充 くない限りケーブル送電線の接地保護

にもそのまま適用できるように動作線矧‖ほ鋸こはサージ吸収回路を

設け,故障発生時その他に生ずるサージ電流に対しても誤動作ほ完

全に防止されている｡

d.】.3 機器用保護継電器の開発

(1)IOM膨過 流電

火~ノ｣発電所にて補機運転のために多数のパ仙i電動機を一別【jLて

いる場合のように,多数の電動機の協同勅†佃こよF)総合l~川勺をjセ

Lているとき, が機動電｢ノ〃レ■､ノ/ 断すれは上下粗相こ人きな彩筆

を及ぼす,かかる柾難亘の`電動機は,陣度町過払荷については警靴

を与え運転を林縦,高度の過鉦抑こついては`一己動機の紬榔一上の.作

す限度まで運転のうえ 断L,また忠相臥故障の際ほその花押‡を最

′川眼にとどめるめ山瞬時的に 断させることがのぞましい.-〕かか

る1｣的に応ずる継電器としてIOM形が開発された｡弟4図にそ

の外観,第5図に限口抑制′との一例をホしている!｣東北電ノ｣仙台火

力発電所,東京電力品川火ノ〕発電所などに納入された｡

(2)Ⅹ-KYT形比率継電端補助装聞

変圧器の内部故障検‖=こほ比率差動継電筈;‡を使用し,励磁突入

電流による誤動作防止には,電圧継電昔詩とl掛嘩継電器との組合わ

せなどの方式によってきたが,変圧器の人容量化,新種鉄心の

用により突入電流は増加する傾向にあるので,新しい検出原理匿

よる補助装置を開発した｡

木器ほ突入電流の波形が直流分により非対称であることを利用

したもので,励磁突入電流でほKYT形比率差動継電器よりf

度で働き引ほずしを完今にロックする｡この補助装置は中部電力

岡崎変電所に納入された｡

(3)ADB形母線保護継′電器

従来村税保護ほカ向比較方式よたは差動継電ノノ式によってきた

が,新たに比率差割方式による 度動作のADB膨母線保護継

電帯を開発した｡木器は比率要素と電流要素より構成され,比率

要素の潮作縦愉と電流要素には丑視に流人寸る差電流が濁れ,比

ヰ三要素の抑制線輪には行縦電流のスカラー利′川流れ亮ように外部

接縦を子j二っので,郎那短絡にはお差値附月に動作し,､反両外郡毎絡
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でほ抑制効果耳あるので,CT特性差が相当大きくても誤動作の

心配がない｡弟7図ほその外観で,八幡

北東京変電所などに納入された｡

鉄株式会祉,東京電力

る.2
一般計器および測定器類

家庭電気一甘乃普及にともない一般家庭の消費電力は急激な増加を

たどっておるので,この傾向に対L高広範囲級単相積算電力計Y-

7A形を 作Lた｡また三相用積算電力計には小形軽量なYD-1

形を完成し,準用三蘭式畑としてはYS-1形を開発した｡

配電薫酎朋旨示計器は計量管理の合理化から単なる指示だけでなく

総合あるいほ制御系と辿繋された特殊用途の,いい換えれば多要素

訂欄拉)要求が多く,行程の指示計器あるいは記録計を開発した｡な

かでも発′造機の電気式調速器 転状態指示装置ほ六つの量の相関表

ホを子~｣:うもので発電機運転の合朋化に寅献する画期的な製品であ

る｡通†i†機における′ト形計器としてほ高周波計器を含む各槌シリー

ズ封川発した～〕仰.i川計耕二は全電気式記録速度計として電子管ヤ

衡形記録速度計を開発し車両 転の計測化に :与した｡
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第8[実】[ニト立Y-7A形広範【川 ;∵f9図｢1立YS-1形単相

単相机算電力計 二孤式も■ぞ算電力計

口立メガーほ遂年新機櫨が開発されているが昭和34年度に

評

は~世界放小形の2,500VlO,000Mnの高定格品を完成したし 第10岡 =立YD--1形

d･2･1積算電力計新機種の開発
相二株式積算′闘L;l

(1)Y-7A形広範囲坪用1積算電力計

家庭における電力他州ぎ1-～二の激増に伴い,積算′電力計の柑′【三に一

段の広範レ_削丑が放く望まれている_ Y-7A形はこの要望にこた

え開発されたもので,JISC1211(1955)広範囲計錯視格を満足す

るはもちろん,負荷持怖は定格値の150翳(旧規魔の300′%)まで

保証するものである｡構造ほてイクロ式調整装軋 小形高保磁力

のYM-2磁石の採川,軸受の着脱の容易性,さらに:i三才用｣受を

採用して摩 トルクの著しい軽減をほかった計量装置など昭和33

年に形式詔~可をうけたY-7形の諸特長をそのまま取入れてある｡.

計裾ほ5(2･5)Aより120(60)Aの人容_量までJISに規定された仝

適格品を製作している｡

(2)YS-1形単相三練式精算電力計

電力使用量増大の傾向ほ必然的に配 方式にも渦次改革が進

み,単相三線式積算電力計の需要が増してきた｡

酎Ij三繰式阿終にほ三紆三線式計器を使用していたが,よ

り構造簡易な二#片ほ†儲の開発が要 されていた｡YS-1形はY-7

形単相積算電力計を基礎として開発された単 手形単相三線式杭

算電力計であって電圧平衡恒1路計器である｡構造ほY-7形とほ

とんど同様であり,その特色もそのまま踏襲されており,また諸

相性ほASA規櫓を十分に満足するものである｡

(3)YD--1形広範囲三相積算電力計

してきたY-32,Y-33形三相積算電力計を根本的に改

良して電気的諸特性はJIS C-1211(1955)広範囲計器規楕を十分

満足するとともに,構造上マイクロ式調整装置,小形高保磁力の

YM-2磁石を使用した制御磁石の採用のほか,合理的設計により

従来品にくらべて総体の大きさで23%,重量において約25%減に

′卜形軽量化されている｡測定

路の平衡,不平

子の構成が二 手形であるから回

にかかわらず三相,および単相三線式回路の止

確な電力計量を行うことができるLつ

る･2.2 高圧日立メガーの開発

1,000V以上の高圧電気機器の絶縁試験用として,さきに′J＼形

2,000V日立メガーが完成,JIS規格の適用品として各種高圧電気機

器の絶縁試験に使用されている｡しかし最近さらに高電圧,高祇抗

メガーの要望があるので2,500VlO,000MJプの日立メガーを開発し

た｡これほ現場使用を対象とした小形で堅牢なE17形日立メガーの

特色をそのまま生かしたもので,下記のような特長を持っている∪

(1)外形寸法ほ他定格のE17形日立メガーと同形の小形品で端

手柄造,塗

る｡

ほ2,000V日立メガーと同じ3端子,赤色塗装であ

(2)静電宮子昆を持っている電宝ミ機掛こ対しても測定が便利なよ

うにメガー和こ放召訓11路を設け,外附こある才11げタr式のスイッ

チの操作で簡単に放電できる構造である｡
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第42巻 第1号

第111¥JE17形日立メガ一 定格2,500V
lO,000Mn

(3)粕夏ほJISの絶縁抵抗計に十分合格するほか,放電批批

スイッチなども長期の耐用訳験に合格している｡

る･2･3 配電盤計器,速度計の新棟種の開発

(1)

ブロ

が従

J､
/-t｣

SR35形直流計器の改良

ツクマグネットの佐川により,駆動l-_り出力ならびに,空隙長

のものより人になったので計器の製作が群易,安定化され

この計需ほ車両川計器としてその日的に最適のものである｡

(2)パネル用行櫨′ト形計器

通†▲i機/くネルに仙川される電圧計,電流訂1高周敲計器,デシベ

ルメータなど首位翫のものが完備したし.一寸法ほS62P形(100角),

S72P形(80[[J),S82P形(60巧),S,2P形(47角),Sl｡2P形

〔4岬j),Sl12P形(30拘)で,各級通ぃ磯はもちろんのこと,一般

産業方面,試験設備などに販路ほきわめて広い｡その他交換機に

使用されるRol形(24利江 SN24形(150角)の抵抗計も開発され

た･_.こj~Lらの計揖の付属品はその使鼎目的に応じて極力小形に製

作されている.⊥

(3)ZG-1形電気式調

調式
､･.＼′■メ

電

機運転状態指示装㌍

するにほ従来ほ周波数,サーボ

ストローク,調定率などを各別個の計渦で指示させ,これらを総

合判断して監視を行っていた､〕本姓間は整定周波数,系統周波数,

サーボストローク,ガイドべ-ン開度,lコードリミタ一位置,調

定率の6要素を同一平面上に ホして,l更1示的にこれらの相互関

係を知るようにし,あらかじめ調速機の動作を知ることもできる

画期的な装置である｡構造はセルシソおよび電子管日動平衡計器

であり,複維な機構をたくみに組合わせたものである｡弟】2図

置の外観を示す｡

(4)QBC形速度記録計

本記録計の試作品について日本国有鉄道中央線にて現車試験を

fJ:っていた机その後改良を南ね,相模電鉄株式会社に3台納入,

国鉄ED71形電気機関車に1台取付けられいずれも好調に運転中

である､〕記録紙ほインクを使用せず金属ペンで記録するもので,

記録紙送り速度ほ走行速.掛こ比例するから運転曲線が画かれるこ

とになる｣第13図に本記録計の外観を示す｡

占.3 工 業 計 器

獅重鉱工業の急激な景気の復瀞こともない工業計器の需要も増加

し,その生産ならびに質の署い､伸張が見られた｡需要方面ほ化学,

鉄鋼,紙パルプ工業などのほかに郡~心上水施設,工業用水設備へも

竣んでいるく-Jこのほか食品,化学関係のボイラ設備の新設,改装にお

いてACCの採川もI二卜立/1ている‥ これらの計装の動向として,計

絹の小形化,漬持回凝を含んだ制御方式,梢殊な流体の計測などの

要求が多くなり,器掩の開発と計装のくふうがとられてきている(､
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調速機運転状態指′Jこ装苗
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記録計

また電気機械,電線などの製j昔l二程への~1二芋計描の応用も Lい動

l■′■Jの-一一つで,製造~1二程のl監視を多■要素の.征録.汁で行うて六了要が増加し

ている.､

昔時計詩語,調節計には改良,liH発が活発に行われたが,振栢差雁

調力式による電子管式計器が完成し′1偶に移り多くの納入実続を得

た｡計器′ト形化の-･環として空気圧式′J､形計謹とri-トーの形態を持つ

小形電子管式計器ならびに空気作動式調節計の完成がある.また電

子式調節計の一連のものが完成されつつあり,今後の発展が期待で

きる｡電磁式流轟二計,空気圧伝送式l飾漬式流二量計の歳成によって,

従来l禾1難であった流蓑計測の分野が解 されるようになったrJアイ

ソトープ応川計器ほ開発爛をすぎて黒川4弧′こ入り,液面計,密度計,

厚み計などが行力l妬こおいて予期どおりの果断をあげ,引ついで小

作羊水分計などの新しいソノ両が闘拓されつつある(〕

d.3.1電子管式自動平衡計器

電子伴式計器の主流をなすVKP31形.紐録訂は昭和33勅願こ闇発

されたが,その後性能の廿日~11二雄性の検計などに二i~三力が‡_†三がれた..｢一

連の中形記録討としてVKP32形可1インピーダンス川▲丑録計,VKB31

形交流ブリッジ川記録計,VKB32形直流ブリッジ川記録計が完成遥

れ,すでに数百台納入されており,きわめて好評である｡

グラフィックパネル川電予骨式訂灘としてはさきにSR35形指示

計が開発されているが,今度VKP61形電f､り告れ晶記録計,VKB61形

ブリッジ晶子己録計が完成された｡)本邦ほ一迅の小形計裾とr~■rトー外観

であるが,｣畑酢飯構全休を引目すことが■り▲能で,保`-､1さ点検に低利な

構造である｡2ペン記録計まで製作1~fr能であるが,1ノ∴(ほVB31形

温度-㌢:竺曳く変換器,FPR形空気丑･発イ言誇詩などからの0.2､1kg/cIT12

の空気庶で駆動されるLJ管用,調節用電気接点や潰算,変換用発†.‡

スライド鵜拭などの取付けも可能で,竜一､ヒノ仁計電源はVKP31形記録

計l■~胡乱ツエナーダイオードを使川して簡易,長~ん命化を計るとと

もにきわめで安ぶなに電流｢11†路を採=している._､

従来流量測定にはオリフィスやベンチュリ

などが使川されているが,測定液の状態,す

なわち混合物,裾.度,比~隠粘度に牒】係せず,

また円上符4■口失をきらう場合の漸品こは′■=封鼠式

流晶汁が望ましく,｢l径弓ん1,1兢,2,

3,5インチのものが完成L,協和ガス化一､芦

株式会社その他に納入された.〕時間遅れなく

流量変化に完全に比例した電気量で検=さ

れ,安流電位帯計プブ式で測にされるのでi一猷瀕

変動に影響されることほない〔､

TVK B形高速.子己録詔ほ仝‡l盛250mIllを1

秒以下で走行するもので,タコジェネレータ

など特殊なものを使川せず,回路ぷ常圧十分
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考慮され,ノ友にな動作が行われる｡ケーブル,変圧闇などの合浸処

理憶溝川需吊甘など1台の記録計で多目的の記録を行うような淀川~ほ十

絹の開発も活発であった｡

る.3.2 調 節 計

■大形空気作動式調節計はその後も広く使用され,好評を得ている

が,これと並行して中形,小形の調節計の需要も急 に増え,小形

.調節計にも,小形化したことによって生ずる取扱上の不便さを軽減
するために,各位機構が考えられ,それが行調節計に応川されて,

さらに取扱便利な調節計に/l三れかわった｡

PKB61-P形空気作動式小形調節計もプラグインノブ式を電気僅湖,

空気配窄ともに採mし,内部機梢全体を簡一手附こ引山すことができ,

保′-ニj:点検が零易になった｡また苓機構部ユニットの取付取外しも簡

判こなり,信越化学工業株式会社,協和醗酵株式会社,水戸水道㍍

をはじめ各所に多数納入された｡

VKB61-P形電子管式空気作動小形調節計は,従 の大形電子管式

調節計と,改良された空気作動式小形調節計の技術を総合して製作

されたもので,指示精度は大形調節計と変らず,記録幅もほとんど

J~■りじである｡伯㌣11調整を容易にするため,比例描,精分,微分動作

器計せブノ し,内部ほPKB61-P形と同様プラグイン方式

で全休を引J-1-1すことができる.｡協和ガス化√､芦工業株式会社に多数納

入された._)

窄気式のACCは開発以来着々と実積をあげているが,小容昆ボイ

ラにACCを装備する際,きわめて簡_甲な装躍で目的を通したいとい

う要望が非常に墟いところから,バブコック日立株式会社と協力し

てFM形産業用頑油ボイラmの簡易式ACC装置を開発した｡この装

閏は,PIB.11-P形匠力調節計,PB3rP形窄燃比調節計およぴPB61一

Ⅰ)形中継調節瑠の3個の計者達の組合わせよりなる｡PB31-P形空燃

比調節計ほ重油流_量をバーナ晋比で,空気流桔を風箱と炉内の凪損

で検目し,これを正接計船内部でベローズとダイヤフラ

ムを使用してその比率がノー定になるよう制御指令を‖す

明15図 VKP6一昭吊三｢堅㍉王記宜いl
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もので,重油背圧政

高 25kg/cm2G,風

損100mmAqを標準

としている｡PB61-

P形中継調節器は,

小形調節機構祁の原

王里を応用したもの

で,空気式演算器と

して使用される｡こ

れはACCのみなら

ず各種プロセス制御

にも広く使用されて

おり,和差比例など

の演算を行うことが

できる｡

節17図 VKB61--P形歳~i′･骨式空

気作動温度記録調節計

f式プロセス制御系では混度,圧九 流量などのプロセス状態

誌ほ検H変換器で1～5mADCの統･-{された紅流電流†.;-シナに変換

されて調節 に送られる.｡V61-E形PID調節君ほこのイ.用･電流をう

けて目標値設定電流と比較して誤差イF;号を作り,比例,積分および

微分の演算を加えて1～5mADCの出力信号電流を挽佃榔こ送り

だすものである.｡調節器の入力回路にほ直交変換船として安定な磁

気変調器を使用しており,また積分,微分の浜瓢‖一路ほ並列に配置

されているため相互干渉のない制御動作を子-fうことができる｡それ

らの回路で独立に演算された 果を加え合わせて｢lりJとする加算回

路にほ,外部からの指令をも入れることのできる外部†.‡り朝二｢があ

り複合動作を行うこともできる｡

る.3.3 分 析 計

分析計においては使什‖異邦の拡大,応用面の拡張を1~‡途とLて攻

良が ねられた｡水電導度計にあ 梅のrノ舶研削払.材椚に人

きな改善が加えられ,保守の符易な耐久性のさらに良いものになっ

た｡また75kg/cm2の高耐圧のもの,セル常数の特に大きいものが

開発され,空気分離装置のソーダ塔の口動一制御に電卓度調節計が使

用されたのをはじめとして各方面で好評を得ているニノ

ガス分析計についてほ使川される面が拡髄されるⅠこともなって偵

用条件がかこくな場合が多くなり,とくに測定ガスを明かIlす場所の

圧力が水柱1,000mmにもおよぶ負圧である,匠ブコの変化が大きい場

合が多々あり,これに対して吸引力150()111m水柱におよぷ吸引渠笛

を開発し好結果を得ている｡

電角利曹発生ガス分析計は水電解槽より発′lミする水素および酸素の

純度を測定するもので∴高精度,高‖頼度を日枝如こ研究開発された

分析計および恨素分析計である｡測定力式ほ熱線式熱伝導形ガ

ス分析計であるが,電解倍発′lミガスのごとき高純度ガスに対して十

分な感度を有している｡また測定精度に影響を及ほす周囲条作ほす

べて一定に制御され,測定精度は士0.1プg(絶対値)である｡また測

定中に随意にチェックし校正しうるようになっているので日額度が

高い｡

る.3.4 可動線輪形計器

サーミスタほ速応件,湿度係数の人なる用兵を竹かL,r~上l金抵抗

体では測定困難な 面温度計,敬虔以卜の温度差朝IJ定の分野に次第

に進｢11している｡また10111/s以下の風速計も開発し,湯浅電池株

式会社に納入した｡これら測定器としてP3l,P41形ポータブル計

紹を開発好評を得ている.｡さらに良一一高｣-0.05つCの調節可能な氾度調

節器も完成し,あるいほガス分析計にも応用されるなどサーミスタ

利用の測定分野の拡大が目立っている.〕

面積式流星計発イi‡器として,テーパ管内の洋子の 気磁を位変

iこより,機械的変位とL.て外部に取Jlけ方式のものを開発したっ こ
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第18図 Ll木友酒保式会社目黒 第19図 FM形ボイラ用

工場納ACC盤 簡易式ACC盤

弟2n図 V61--E形∴電 子 式PID調節 岩詩

の機楓′直射､1ほ計緑のJIJ途,植訊こ応じ電気量あるいは空気圧の変

化に変換することができるっ従 のものに比し,200つCまでの流体

測定かできる,最大目盛100J/h程度の′J＼流量測定ができる,脈

動肌ヒ装蹄を石するなど広川範囲が広い｡また空気把を利用しL頃妾

調節討として俵J†Jすることもできる.味の素川崎1二1殻,協和ガス化

′､則l条二~｣二均など行力面こ納入している.｡

ハンナソン式てノメータはTOプラントなどの流量,液面の測定

に多数J~Ijいられているが,衝撃J｣三に対しノム∫塞液の溢流に問題があっ

た.ノ ニれか対策としてベローズとニードル弁の組合わせによる溢流

陣止漕錨刊､J`のものを｢摘発し,旭化成株式会ネセ 小山製鋼椎式会社に

納入した=′

る.3.5 放射線応用計器

放射鰍己J‖計絹ほおもなる品櫨の開発が一とおり完了し,液面計,

J~享み計および酢_な計ほ~;声二産態勢がととのった｡

i′縦液面計はすでに多くの央積せあげている液面検Ⅲ器のほか

に,自動追従形波面計,斜透過形液面計,熔融ガラス面を±1mm

の精度で測定する高精度液面計が開発された;〕その応用分野も,

普通の液体の液血測定のみならず,燃焼中のコークスレベルの制御,

キューポラ1甘の頂料レベルの;liU御など,特殊な分野忙も及んでいる｡

`･う矧IJ√ち詔ほ旺妊機川い≠み計とし′てJムく利川されているが,この

ほかにビニールシートの氾路最期定.ポリエチレンパイプの肉Jl土渕｣一定,

絶縁物板の検圧など,ますよすその止J‖分野ほ拡張されつつある｡

さらに,げ物測定用としての制動放射線rゴよぴ7･緑を利用した厚み

計の研究も進んでいる.｡

7･綿密度計ほ各位液体比屯測に用のほかに,持殊なものとして

水上-ilの気泡含有量せ制定するポイドメータが開発された｡

巾性二√水分計ほi十れ製作所が木南中一でほじめてその製品化に成功

したもので,外｢司の･･流溜鋸■-†の性能に比べて見おとりのないものが



計 器 お

閲発された｡はやい中性二1二が水素原丁と衝突

するとき,そのエネルギーを水素原イ･に与え

て次第におそくなる現象を利=Lたもので,

おそい申仲子を数えることにより,付近の水

分を測㍍するものである.一灘闘狛こはRa--Beを

使用し,検川紬こは1f■州三能の日立EB125形

BF3か〉ソクを使mしている.〕破洲定物に

対して,物即的あるいは化′､封打払理を加える

ことなく,迅 に水分測ぶができるので,道

路,ビルディング,ダム 設などの上本コニ711二

における土壌またはコンクリート小の水分の

州1.己, ポ中の水分測私∴椚重頃料物門申の

水分朝1疋などにJム純な利川分野がぁろ
Ⅵ21卜てl水右け川.さ【

d.3.占 計装および計器盤

最近,香椎プラントにニトいて計架設備匿Iliめろ地rれ勺■吊く/｢lこ･ノーー~=√

きたことほ汗仙こ仙1~る.‖土製押両車n.tたとえは 化`T畏れ郁門

との協力によF)武=薬ぷ1諜灘式余軋 人和紡緋陳長汀裾ニノい､て

斯い､プラントの計装を奨施したン また,頂イ~川鉦係の黒豚識潮け

計装も,種々の困難を排して日本原子力研究所,lトンニ製作冊｣惟↓設

備などで実用に供し始めた.=;

従

対する
,工業プロセスにおけるl'l勧化ほ,人邪分が迅続プロセスに

統制御として行われているのÅであり,1甘料仕込,薬誹一段

入,加熱,かくはん,冷却,次刷上＼の移送■などをイこ通続に子十うノミ

ッチプローセスでほ,酎il位操作の師換えはまったく八丁に触るとい

うのが普通であった｣最点これを完全自動化しようという動きが現

われ,日産化学株式余祉肥満けるEPN製造プラントには継ノL~に措=司

路により各所の電磁弁をそれぞれ憬次にON-OFFして,これらの

第24図 サ ー ス タ 応 用.汁!般 各 種

節27回 RMIl形 小 什】′一 水 分.il

雛22周 P=;lW形 凧 沌 言l
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1帥紆式発=欄

切倹動肌号イトH引■′■姥′ノ甘皮lノた｡レけ輿えの指令は.汁描の_上限,卜限

払1し､珊ミ時新川ム得⊥ノ‖涙=すもので,仙川した補助継㍍闇暦6nO仰

といJう人規棋なものでぁる､)

二瑚王か重要なものにほ協不Ilガス化学椀式会社に烏ける合成化､芦

プラント.汁装があり,合邦の計衿こ子を′J､形計器で統一･してまとめてい

計照焼でほグラフィックバネ′しが用いられてこおり,水ノー用水道諜

納浄水J妹汁装設f榊こは美鮎なグラフィックパネルが川いられた｡ま

た,上川吊ヒ学株式会社,=越化学株式会社,東京都水道Hなどに七

ブラフイ､ソクバネ/しが多数納入された｡

小形計棺を川い漬準盤に多数睨~躍することほ盤両横節約のために

有効である｡このような計祁船ほ

協和ガス化〔'7:株式会附こ納入され

ているが,今後この帆■′■川よ強くな

るものと考えられる.っ

那25図 RLG形7■線液面計

(=動追従形)キャビネット

節26図ⅠそTI形β■線厚み計

検山部

雛28図11匪化サ納EPN製造プラント用グラフィックパネル




