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世界中がトラファグ（Trafag）に信頼を寄せています
ガス絶縁開閉装置、ガス遮断機、送配電設備変圧器など

日立エナジー（旧ABB）	 シーメンスエナジー
GEグリッドソリューション	暁星重工業
現代	東芝エネルギーシステム
三菱電機	 イルジンエレクトリック
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トラファグ（Trafag） –高性能センサーブ
ランド
トラファグは1942年に設立されたスイスの企業で、世界40カ国以上
に広がる販売・サービスネットワークによって支えられています。これ
により、トラファグはお客様に個別で適切なアドバイスを提供し、最
高のサービスを保証することができます。高性能な開発・生産部門
は、高品質で高精度な製品を迅速かつ確実にお届けするだけでな
く、カスタマイズを短期間で実現することを可能にしています。

最高精度のガス密度計測ソリューション
Trafagは、高電圧および中電圧の開閉装置の分野でSF6	および代替絶縁ガスを監視す
るために開発された、正確で堅牢でメンテナンスフリーの機器のブランドです。	Trafag
は、市場で最も広い温度範囲で動作し、優れた精度と高い耐衝撃性を保証しています。

有能で顧客志向
技術力、製造ノウハウ、顧客志向の3つがトラファグのの礎となっています。トラファグは、
スイスのブビコンに本社を置き、ドイツ、チェコ、インドに製造会社を持つ完全な独立企
業です。従業員の5分の1は、研究開発、生産技術、アプリケーション・エンジニアリングの
分野に携わっています。

アプリケーションとソリューション指向
これらのリソースを直接利用できるため、Trafagは、開発と生産の分野だけでなく、顧客
の要件の認識と実装においても非常に柔軟に対応できます。モジュラーエンジニアリン
グのおかげで、Trafagは標準製品を顧客の特定のニーズに効率的に適合させることが
できます。

市場志向で常に手の届くところに
Trafagは、40か国以上で積極的な存在感を維持しています。高電圧技術、機械工学、油
圧、エンジン製造、造船、鉄道技術など、さまざまな産業分野の多くのお客様が、当社の
技術的に有能な顧客アドバイザリーサービスによる協力を高く評価しています。

適応性と効率性
戦略的に重要なコンポーネントを社内で開発および製造できるということは、Trafagが
短期間で大量生産と小規模生産の両方を行えることを意味します。	ISO	9001に準拠し
た厳格な品質管理、クリーンルーム条件下での最先端の生産設備、および厳密に監視さ
れた生産プロセスにより、Trafag製品は最高の品質要求を満たすことが保証されます。
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Trafagの専門知識
自動化された生産プロセスと相まって最高の品質基準

プリセールスアプリケーションと構成のサポー
ト	技術専門家は、特定のアプリケーションに最適な製品を見つける
のに役立ちます。

自動化された製造プロセス
高度なスキルを持つ担当者による手動操作で補完された、よく調和
した自動化標準が、優れた品質とパフォーマンスの基盤です。	Trafag
密度モニターとセンサーは、純度要件を高めて製造され、徹底的にテ
ストされています。デバイスは、顧客がいつでもアクセスできるテスト
証明書を持って工場から出荷されます。

アフターサポート
Trafagは、製品ライフサイクル全体を通じて真のエンドツーエンドの
サービスとアドバイスを提供します。何十年もの間、多くのビジネス
関係が存在します。
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電流ループ出力を
備えた8774密度セ
ンサーの導入。そ
の後、ポートフォリ
オはデジタル
RS485	/	Modbus
出力を備えた8775
タイプで拡張され
ました。

振動クォーツ検
知素子の発明
と最初の電子
密度センサー
の導入。

業界標準となったリフ
ァレンスチャンバー原
理の発明と、最大3つ
のマイクロスイッチを
備えた密度モニター
タイプ87x0の導入。

Trafagは、国際
市場向けの圧
力スイッチを備
えた最初の密
度モニターを
発表しました。

最大4つのマイクロ
スイッチを備えた
密度モニタータイ
プ87x6の導入。そ
の間、ポートフォリ
オは北極圏の気候
帯で使用するため
に87x8タイプで拡
張されました。

製品ポートフォリオの歴史
Trafagは、ガス密度の監視において40年以上の経験
があります
1978年の温度補償圧力スイッチの開発は、Trafagの密度ポートフォリ
オの時代の始まりを示しました。圧力スイッチとサーモスタットコンポ
ーネントの巧妙な組み合わせにより、高電圧開閉装置のSF6	絶縁ガス
の密度監視市場に参入することが可能になりました。	1987年、Trafag
は、基準ガス室を備えた先駆的なガス密度モニターを開発しました。
これは、今日まで卓越した精度、耐振動性、耐久性を備えた製品です。
金属ベローズシステムは、この機械製品の中心的な役割を果たしま
す。	1994年、Trafagは連続ガス密度測定のギャップを埋め、最初の電
子密度センサーを導入しました。
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統合された絶
縁ガステスト
と補充バルブ
の導入。

統合密度モニタ
ーテストバルブ
の導入。	

最大3つのマイクロ
スイッチを備えた
密度モニタータイ
プ87x7の導入。

1つのデバイスでスイ
ッチポイント監視と連
続密度測定を提供す
るハイブリッド密度モ
ニタータイプ878x（電
流ループ出力）および
879x（RS484	/	Mod-
bus出力）の導入。

90°（ラジアル）
プロセス接続と
低圧表示ダイヤ
ルの導入。
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ガス密度の測定と監視のための高電圧電
力グリッドアプリケーション
最大限の安全性と精度を実現するための課題と影響
高電圧開閉装置、回路ブレーカー、送電線のほとんどの電流伝導部品は、
効率的な絶縁ガスで満たされた圧力コンパートメントに取り付けられて
います。六フッ化硫黄（SF6)	）ガスが一般的に使用されます。気候への害が
少ない代替の断熱ガス混合物は、着実に市場シェアを伸ばしています。こ
れらのガスの絶縁強度は、基本的にガス密度に依存します。ガス絶縁シス
テムの絶縁耐力能力はガス密度によって得られるため、これらのコンパー
トメントは数百kPaの圧力で満たされ、短距離でも内部アーク放電や短絡
を防ぎます。

絶縁ガス密度の監視と
測定に伴う課題と影響

温度と環境条件

日中の極端な
気温の変動

振動と耐衝撃性

最小限の
測定誤差

最高の精度

長期安定性

数十年にわたる長
いライフサイクル

ダイヤル設計プロセスや電気
接続などでカスタマイズ可能

屋内と屋外の設定の
インストールの容易さ

予知保全の適応

立法および規制

プラントの継続的
な運用の可用性

プラント
の安全性



11

ガス密度の監視は、プラントの可用性と安全性において重要な役割を果たします
高電圧ギアの操作上の信頼性と安全性は、コンパートメント内で適切なレベルのガス密度が維持
されている場合にのみ保証されます。漏れは開閉装置の安全性を損ない、環境規制に違反しま
す。	SF6	は強力な温室効果ガスであるため、環境に漏れてはなりません。	SF6	排出量に関する厳格
な規制（例：Fガス規制517/2014）を満たし、ガス漏れの恒久的な監視を規定する必要があります。
これは、ガス密度モニターまたはガスセンサーを使用して行われ、安全関連のアラームまたは切
り替えプロセスをトリガーし、ステータスをデータネットワークに送信します。したがって、連続密
度測定は、安全アラームトリガーポイントの監視にいくつかの利点を追加します。リアルタイムデ
ータにより、プラントの稼働状況の分析と、検査ウィンドウまたは予知保全対策の実装が可能にな
ります。

必要な最高の耐環境性
ガス絶縁システムは、多くの場合、屋外に設置されます。	–40°Cから+	50°Cの間の温度は非常に
一般的です。北極圏の気候帯では、–60°Cまでの温度でも機器に課せられます。さらに、昼と夜の
間でさえ、大きな温度変動は、植物の衝撃と振動が密度モニターと関連アクセサリーに影響を及
ぼします。ただし、密度監視装置の数十年にわたる長いライフサイクルが必要です。

優れたガス密度基準チャンバーと石英音叉の原理
ガス密度は、圧力計または圧力センサーを使用してガス圧力によって間接的に決定されることが
よくあります。密閉されたボリューム内の圧力は温度によって大きく変化するため、このようなデ
バイスには温度補償が必要であり、エラーの原因になります。	Trafagは、絶縁ガス密度を直接監
視および測定するための2つの主要なテクノロジーを提供し、市場で最も信頼性の高いソリューシ
ョンを提供します。メカニカルモニターは、リファレンスチャンバーの原理によってガス密度を直
接決定します。ガス密度センサーは、電子石英音叉技術を使用して密度を直接測定します。両方の
テクノロジーは、Trafagのハイブリッド密度モニターに組み込まれています。

SF6 および代替絶縁ガス監視の一般的なアプリケーション
	Nガス絶縁開閉装置（GIS）およびスイッチングステーション
	Nサーキットブレーカー（発電機、ライブおよびデッドタンク）
	Nガス絶縁送電線（GIL）
	Nガス絶縁変圧器（GIT）
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注：モニタータイプのx指定（87x6など）は、個々のマイクロスイッチ構
成を表します。たとえば、モニタータイプ8736には、x	=	3つのマイク
ロスイッチが含まれています。

ガス密度モニター
絶対SF6	および参照ガス比較による代替ガス密度モニタリング
ガス密度モニターは、基準ガス比較の原理に基づいているため、
温度補償は必要ありません。電気機械的に機能するため、電気エ
ネルギーの供給に依存しません。スイッチポイントの再校正が不
要なため、メンテナンスフリーで動作します。動作温度範囲
は–60°Cから+	80°Cまでです。

	Nタイプ87x6機械式、自動作動	 20ページを参照
	N北極圏環境の場合は87x8と入力します	 21ページを参照

ガス密度センサー
電子絶対SF6	および特許取得済みのクォーツ音叉による代替ガス
密度測定	ガス密度センサーは、石英音叉を使用してガス密度を直
接測定します。これは、Trafagが特許を取得した独自のテクノロジ
ーです。この電子的に動作するセンサーからの連続出力信号（アナ
ログまたはデジタル）の配信により、Trafagはエネルギー流通業界
に新しい道を開きます。加圧コンパートメントの包括的な密度傾向
分析は簡単に実装されます。

	N電流ループまたはパルス幅変調	
出力を備えたタイプ8774	 22ページを参照
	NデジタルRS485	/	Modbus出力を備えたタイプ8775	 23ページを参照

ハイブリッドガス密度モニター
SF6	と代替ガス密度の機械的監視と電子測定の組み合わせ	
ハイブリッドガス密度モニターは、機械式ガス密度モニターと電子
式ガス密度センサーの両方の利点をコンパクトなオールインワン
装置に組み合わせたものです。継続的な測定出力により、ガス管理
のトレンドシステムを絶縁するのに理想的ですが、ローカルガス圧
力表示と堅牢なスイッチポイントアラーム接点も備えています。

	N電流ループ出力で878xと入力します	 24ページを参照
	NデジタルRS485	/	Modbus出力を備えたタイプ879x	 25ページを参照

製品範囲の概要
監視および測定装置
Trafagのガス密度測定デバイスの製品範囲は、機械的に機能するガス密度
モニター、電子ガス密度センサー、ハイブリッドガス密度モニターの3つの異
なる製品グループに分かれており、機械的および電子的に監視します。	3つ
のタイプすべてに共通する点が1つあります。それらはSF6	および代替絶縁ガ
スの全範囲に適しています。
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a	 	監視する圧力コンパートメ
ント（SF6	絶縁ガスで満た
されているなど）	

b	 	プロセスガス接続（タイプ）

d	 金属ベローズシステム	

ガスコンパートメント内の圧力（密度）
変動による上下運動

c	 	外側と内側のベローズ
ボリュームを備えた参照
ガス室	

f	 	事前定義されたガス
（SF6)など）と圧力で満た
された密閉された内部
ベローズボリューム

h	 	最大4つの電気的に絶縁さ
れたマイクロスイッチが、異
なる増加または減少するア
ラームスイッチポイント
（SP）を作動させます

i	 顧客固有のレイアウトのインジケーターダイヤル

e	 	プロセス圧力と直接バラ
ンスの取れた、コンパー
トメントに接続された外
側ベローズボリューム

g	 	バネ仕掛けのスイッチ
プレートに接続された
スイッチロッドとダイヤ
ルの動き	

蒸気圧曲線：SF6の等価ガス密度の線

一定のSF6	ガス密度（アイソコア）を表す例示的な線：
一定の体積での圧力と温度の変化。

温度に依存しない密度モニタリングの必要性 
加圧されたガス絶縁コンパートメントの密
度測定は、すべて物理学に関するもので
す。圧力、密度、温度は互いに一定の関係に
あります。この関係は、特定の断熱ガスごと
のアイソコア（定積過程）によって定義され
ます。ガス絶縁コンパートメントの断熱性
能は、特定の温度で特定の圧力をもたらす
定義された密度によって達成されます。密
閉されたタイトなコンパートメントでは、全
体の密度は常に一定に保たれますが、温度
の変動によりシステム圧力が変動します。

動作原理
参照ガス比較によるガス密度モニタリング 
参照ガス比較の原理は、1980年代半ばにTrafagによって発明され、継続的に
改善されました。今日では、信頼性、精度、安定性、および寿命が要求される
アプリケーションでの温度補償された絶縁ガス密度監視の主要な業界標準
です。

圧
力

 [k
Pa

]

密
度

 [k
g/

m
3 ]

温度 [°C]

気相液相

液
状

化
曲

線
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	Nガス密度モニター87x6および87x8	 20、21ページを参照
	Nハイブリッドガス密度モニター878xおよび879x	 24、25ページを参照

参照ガスの比較は、次のTrafagデバイスに導入されています。

実例：

絶縁ガスコンパートメントの充填圧力（密度）：6.1	barabs。	
@	20°C、純粋なSF6

SP1：5.7バール腹筋。	@	20°C、コンパートメント補充の警
告スイッチポイントを減らします

SP2：5.5バール腹筋。	@	20°C、ロックアウトアラームスイッ
チポイントの減少

SP3：5.5バール腹筋。	@	20°C、冗長な減少ロックアウトアラ
ームスイッチポイント

SP4：6.4バール腹筋。	@	20°C、コンパートメントの過圧に
対する高アラームスイッチポイントの増加

参照チャンバーの工場で事前に加圧された内部ベローズ
の容量：5.7バールabs。	@	20°C、SF6、密閉、SP1に準拠	

絶対監視原理（基準原理により温度補償）	
密度モニターは通常、カスタマイズ可能なプロ
セス接続（b）を介して、高電圧機器の圧力コン
パートメント（a）に直接取り付けられます。	
Trafag密度モニターは、顧客固有の絶縁ガス
で事前に加圧された金属ベローズシステム
（d）を組み込んだ参照チャンバー（c）に基づ
いています。金属ベローズシステムにより、圧
力コンパートメントガスとリファレンスチャン
バー内のガス充填の直接温度結合が可能にな
ります。周囲温度の変化は、参照チャンバー内
の圧力に影響を与えるのと同じ程度に、ガスコ
ンパートメント内の圧力（等積変化）に影響を
与えます。したがって、絶縁ガス圧力に対する
温度の影響は本質的に補償され、任意の温度
での20°C（密度に等しい）の非常に正確な絶
縁ガス圧力が文字盤（i）に示されます。温度に
よる圧力変化による誤警報は発生しません。参
照ガス室と圧力コンパートメントは両方とも密
閉されたシステムです。周囲圧力は動作原理
に影響を与えません。したがって、これは絶対
的な監視の原則です。

ベローズシステムはマイクロスイッチを作動さ
せます 
圧力、より具体的には、絶縁ガスコンパートメ
ントの密度は、外側のベローズの体積（e）を介
して、参照チャンバーの密閉された内側のベロ
ーズの体積（f）の事前定義された密度と比較
されます。ガスコンパートメントの密度が変化
した場合、ベローズシステムはスイッチロッド
と最大4つの独立したマイクロスイッチ（h）ま
でのバネ式スイッチプレート（g）を介して作動
します。各マイクロスイッチは、圧力アラーム
の増加または減少のいずれかに工場で校正で
きます。つまり、密度が事前定義されたスイッ
チポイント（SP）設定を下回ると、マイクロスイ
ッチの接点が徐々に開閉します。スイッチポイ
ントの精度は、-25°C、+	20°C、および50°Cで工
場でテストされています。

要求の厳しい屋外用途への支援策

	局所的な環境の影響により、圧力コンパート
メント（a）と参照ガス室（c）の直接的な温度結
合が妨げられる場合、たとえば、日射量のある
屋外設置、急速に変化する気象条件、または極
端な気象条件では、特別に設計されたサーマ
ルカバーが圧力間の必要な均等性を維持しま
すコンパートメントと参照ガス室。

漏れにより絶縁ガスコンパートメントの圧力
（a、e）が低下した場合、密閉された内部ベロ
ーズの体積圧力（f）は、低下するコンパートメ
ントの圧力に向かって衝撃を与えます。スイッ
チプレート（g）付きのスイッチロッドが下に移
動します。圧力が5.7バールabsでスイッチポイ
ント1（SP1）を下回っている間。	@	20°Cでは、
最初のマイクロスイッチが切り替わり、最初の
アラームが発生します。通常、最初のアラーム
は、圧力コンパートメントを再充填する必要が
あることを示します。圧力がさらに低下した場
合、以下の例では5.5	barabsです。	@	20°Cの
場合、通常はさらに2つの冗長マイクロスイッ
チが切り替わります（SP2とSP3）。デフォルトで
は、これらのスイッチポイントは緊急停止とし
て使用されます。システムの操作上の安全性
は保証されなくなりました。	4番目のマイクロ
スイッチ（SP4）は、たとえば、圧力コンパートメ
ントの補充ルーチン中に望ましくない過圧状
態を監視するために使用できます。圧力が6.4
バールabsを超えて上昇した場合。	@	20°Cで
は、マイクロスイッチが切り替わり、高アラーム
が発生します。
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Trafag
Dichtesensor

	Nガス密度センサー8774および8775	 22、23ページを参照
	Nハイブリッドガス密度モニター878xおよび879x	 24、25ページを参照

石英音叉を使用した電子ガス密度測定は、次の
Trafagデバイスに導入されています。

a	 	測定する圧力コン
パートメント（
例：SF6	絶縁ガスで
満たされている）

b	 	プロセスガス接続（タイプ）c	 	プロセス圧力と直接バラン
スのとれた測定チャンバー

d	 	真空下のクォーツ音叉
e	 	絶縁プロセスガスに囲
まれたクォーツ音叉

f	 	デジタル温度センサーを内
蔵した信号処理ユニット

g	 	信号コンセントコネクタ	
（タイプ）

統合プロセスガスフィルター
（19ページを参照）

密度センサーは、カスタマイズ可能なプロセス
接続（b）を介して圧力コンパートメント（a）に
取り付けられます。したがって、絶縁ガスコンパ
ートメントとセンサー測定チャンバー（c）の密
度はバランスが取れています。	 Trafag密度セ
ンサーは、真空下での水晶発振器の一定の共
振周波数（d）と、絶縁プロセスガスに囲まれた
同一の水晶の共振周波数（e）を比較すること
により、物理学を使用します。	

密度の異なるガスは、クォーツ音叉に囲まれた
プロセスガスのプリセット共振周波数に影響
を与えます。密度の変化を検出するための応
答時間は10ms未満です。共振周波数のシフト
は、絶縁プロセスガスの密度に比例します。デ
ジタル処理ユニットは、追加の温度センサー
（f）を備えています。測定信号は、選択可能な
コンセントコネクタ（g）で提供されます。

動作原理
クォーツ音叉による電子絶対ガス密度測定
Trafagは、1990年代半ばにクォーツ音叉密度測定技術を導入しました。これ
は、継続的かつ長期的なドリフトのない密度測定とデータ取得が必要な場
合の選択です。音叉技術は、時計の時間周波数標準としての使用から一般的
に知られています。振動する音叉を異なる密度のガスにさらすと、その共振
周波数がシフトして減衰します。これは直接密度測定の原理です。
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センサー信号出力が精度の許容範囲に達するために設置およびガ
ス充填後に必要な一時的な初期応答時間。

参照ガス室、ベローズシステムおよびプロセ
ス接続はステンレス鋼で作られています。

Trafag
Dichtesensor

測定チャンバーとプロセス接続はステンレス鋼で作られています。
プロセスガスフィルターは、攻撃的な副産物から保護します。

統合プロセスガ
スフィルター

デバイスは真空にされま
した	コンパートメントと一
緒にガス充填前

すでにデバイスを接続してい
ます	加圧コンパートメント

基準ガス比較による機器の対策

プロセスガス接続、参照ガスチャンバー、
およびベローズシステムの材料は、フッ
化水素酸とフッ化チオニルに耐えるよう
に特別に選択されています。高合金ステ
ンレス鋼1 . 4 4 0 4、1 . 4 4 3 5、1 . 4 5 7 1
（AISI316L、AISI316Ti）が使用されます。

クォーツ音叉技術を搭載した機器への対策

クォーツ音叉は、絶縁ガス中に発生する
可能性のある攻撃的な副産物の侵入を
撃退するための高度な対策が必要です。
プロセスガス接続および測定チャンバー
の材料は、特別に選択されています。高
合金ステンレス鋼1.4404および1.4435
（AISI316L）が使用されています。追加
の統合プロセスガスフィルターは、微細
な摩耗粒子から保護し、腐食性ガスを吸
収します。

密度センサーの統合プロセスガスフィルター
の応答時間

通常の動作中、絶縁ガス密度の変化は
10ミリ秒未満で検出されます。統合され
たフィルターエレメントは、設置および
初期絶縁ガス充填後の過渡応答時間を
誘導します。したがって、プロセスコンパ
ートメントとセンサーの測定チャンバー
の間のガス均等化のための最小化され
た期間が発生します。

動作原理
攻撃的なSF6 副産物に対する対策
SF6	は、通常の使用中は不活性です。	SF6	で満たされたガスコンパートメント
内で放電が発生すると、機械的摩耗、有毒で物質を攻撃する副産物が発生す
る可能性があります。発生する可能性のある2つの主な副産物は、フッ化水
素酸とフッ化チオニルです。どちらも、不適切な材料の選択に長期的な損傷
を与える可能性があります。摩耗粒子は、検出素子の劣化を引き起こす可能
性があります。	Trafagは、適切な材料と追加の統合プロセスガスフィルター
を使用してこれに対処します。
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Trafagは、デュアルレンジ表示を含むさまざまな色分けと圧力単位を使用して、インジケーターダ
イヤルのカスタマイズに最大限の柔軟性を提供します。これには、制限された設置で最高の読み
やすさを提供するために、90°/	180°/	270°回転したダイヤルの向きも含まれます。

特徴
	N SF6	およびさまざまな代替混合ガス用
	Nすべての温度での正確なスイッチング出力
	N接触バウンスがなく、高い衝撃と振動の安定性
	N屋内および屋外での使用
	Nメンテナンスフリー

ガス密度モニター87x6
過酷な環境で最高のスイッチポイント精度を備えた密度監視
機械式の自己作用型ガス密度モニター87x6は、設計により温度補償された優れた基準ガス原理
に基づいています。したがって、広い温度範囲で要求の厳しいアプリケーションの基準を満たして
います。今日のあらゆる種類の絶縁ガス混合物を監視できます。この正確でメンテナンスフリーの
密度モニターには、高性能マイクロスイッチが装備されており、屋内および屋外のアプリケーショ
ンで数十年にわたって信頼性の高い動作を実現します。

データシート	 www.trafag.com/H72511
プロセス接続	 www.traafag.com/H72502
説明書	 www.trafag.com/H73511

技術データ 
監視原理 密閉型リファレンスガス・チャンバーを

備えた絶対圧測定システム、設計上完全
な温度補償が可能

監視範囲 0	...	1100	kPa絶対	@	20°C
出力の監視 無電位切換接点	(SPDT)
スイッチポイントの数 1	...	4	マイクロスイッチ
切替	精度0.3%		
@	20°C

±	8	kPa	最大

周囲温度 -40°C	...	+80°C
保護等級 IP65とIP67
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北極圏の気候は、ガスコンパートメントと
密度の監視に最も高い要件を提示しま
す。安全上の主な側面は、絶縁ガスが液化
する可能性がある場合のアラームです。	

低温はプロセスガスの液化につながる可
能性があります。液状化により急激な圧力
降下が発生し、一時的にアラームスイッチ
ポイントがトリガーされる可能性がありま
す。ガス密度モニター87x8は、通常の状態
に戻っている間にアラームトリガーレベル
を再び超えるまで、アラームステータスを
保持します。

特徴
	N芸術的な気候のための正確なスイッ
チング出力
	N液化の場合のスイッチング信号
	N SF6	およびさまざまな代替混合ガス用
	N接触バウンスがなく、高い衝撃と振動
の安定性
	Nメンテナンスフリー

ガス密度モニター87x8
要求の厳しい北極圏気候帯の密度モニタリング
ガス密度モニター87x8は、要求の厳しい芸術的な気候帯の絶縁ガス混合物の全範囲を監視する
ことを可能にし、最大4つの高性能マイクロスイッチを備えています。基準室は設計により温度補
償されており、極低温による絶縁ガスの液化が発生した場合にアラーム切り替え信号を発生させ
ます。この正確でメンテナンスフリーのモニターは、何十年にもわたって動作の信頼性があります。

データシート	 www.trafag.com/H72513
プロセス接続	 www.trafag.com/H72502
説明書	 www.trafag.com/H73513

技術データ	
監視原理 密閉型リファレンスガス・チャンバーを

備えた絶対圧測定システム、設計上完全
な温度補償が可能

監視範囲 0	...	1100	kPa絶対	@	20°C
出力の監視 無電位切換接点	(SPDT)
スイッチポイントの数 1	...	4	マイクロスイッチ
切替	精度0.3%		
@	20°C

±	8	kPa	最大

周囲温度 -60°C	...	+80°C
保護等級 IP65と	IP67
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SF6 ガス密度：電流ループ出力SF6 ガス密度：パルスシーケンス信号
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デジタル電流パルス

デジタルパルス幅変
調は、密度と温度の
データを特徴として
います。	Trafagは、ガ
ス密度、SF6	または代
替絶縁ガスの20°Cで
の標準化ガス圧力、
およびパルス幅の温
度への変換の変換式
を提供します。

現在のループ出力の分解能は6.5です。	
20mA。	Trafagは、SF6	および代替絶縁ガ
スのガス密度および20°Cでの標準化ガス
圧力の変換式を提供します。	

特徴
	N SF6	と代替ガス密度の連続測定
	Nカレントループ出力
	Nオプションのパルス幅変調出力
	N長期ドリフトフリー出力信号	
	N追加の保護のない屋外アプリケーション
	Nメンテナンスフリー

ガス密度センサー8774
電流ループまたはパルス幅変調出力による連続密度測定
センサータイプ8774は、絶縁ガスの密度測定用に特別に設計されています。この独自の特許取得
済みセンサー技術により、エネルギー分配業界は、ガス絶縁圧力コンパートメントでの包括的な
傾向分析とデータ取得を実現できます。ガス密度を直接かつ継続的に測定し、アナログ電流また
はデジタルパルス幅出力信号を提供します。傾向分析は、漏れの可能性をより早く検出するのに
役立ち、予防保守対策のデータを提供するため、温室効果ガス規制への準拠を促進します。

データシート	 www.trafag.com/H72507
説明書	 www.trafag.com/H73507

技術データ 
測定原理 振動水晶センサー
測定範囲	 0	...	56.1	kg/m3	または	0...	60kg/m3

0	...	1100	kPa	abs.	@	20°C
センサー出力 6.5〜20mA電流ループまたはデジタル

パルス幅変調、密度および温度出力信号
付き

測定精度 ±	1.0	%	F.S.	標準
周囲温度 	-40°C	...	+80°C
IP65とIP67 	IP65	と	IP67

密度
=	パルスシーケンス

温度
=	パルス幅
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Modbus通信設定

オープンで利用可能なModbusプロトコルは、シ
リアルRS485回線を介して電子デバイス間でデー
タを送信するための理想的な通信層です。これは
クライアント/サーバープロトコルです。	1つのクラ
イアントが、クライアントの要求（データの読み取
りまたは書き込み）に応答する複数のサーバー（
センサー）とのデータトランザクションを制御しま
す。標準のModbusシリアルネットワークには、1つ
のクライアントと最大64のサーバー（センサー）があ
り、それぞれに固有のサーバーアドレスがあります。

 センサー1 センサー2  センサー64

Modbus 
サーバー

読み取り/書
き込み要求

Modbus RTU（RS485）シリアルライン

読み取り/書
き込み要求応答

応答

特徴
	N SF6	と代替ガス密度の連続測定
	NデジタルRS485	/	Modbus（RTU）出力
	N長期ドリフトフリー出力信号
	N追加の保護のない屋外アプリケーション
	Nメンテナンスフリー

ガス密度センサー8775
デジタルRS485 / Modbus出力による連続密度測定
デジタルセンサータイプ8775は、絶縁ガスの密度測定用に特別に設計されています。	Modbusセ
ンサーネットワークに統合することを目的としています。この独自の特許取得済みセンサー技術に
より、電力業界は包括的な傾向分析とデータ取得を実現できます。これにより、漏れの可能性をよ
り早く検出し、予防保守対策のデータを提供し、温室効果ガス規制への準拠を促進します。

データシート	 www.trafag.com/H72519
説明書	 www.trafag.com/H73519

技術データ 
測定原理 振動水晶センサー
測定範囲	 0...	60kg/m3

0...	1100	kPa	abs.	@	20°C
センサー出力 ガス密度[kg/m3]、ガス圧	

[kPa	abs。]	@	20°C,	
ガス温度	[K],	ガス圧	[kPa	abs.]	
@	温度変数[K]

測定精度 ±	1.0	%	F.S.	標準
周囲温度 	-40°C	...	+80°C
IP65とIP67 IP65	と	IP67
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密度の監視は、さまざまなアラーム
信号を作動させる最大3つの電気
的に絶縁されたマイクロスイッチ
に基づいています。

密度測定は、2線式電流ループ出力を介して提
供されます。これは、潜在的なガス損失またはギ
アの状態に関する重要な傾向情報を提供する
ため、予防保守措置を決定することができます。

特徴

	N SF6	およびさまざまな代替混合ガス用
	Nすべての温度での正確なスイッチング出力
	N高い衝撃と振動の安定性
	Nガス密度の連続測定
	Nカレントループ出力
	N長期ドリフトフリー出力信号
	Nメンテナンスフリーの屋内および屋外での
使用

ハイブリッドガス密度モニター878x
密度の監視と測定を電流ループ出力と組み合わせた
ハイブリッドガス密度モニターは、自己作用型モニタリングと高性能マイクロスイッチ、および1つ
のデバイス内の絶縁ガスの連続密度測定を組み合わせたものです。要求の厳しいアプリケーショ
ンをカバーし、非常に広い温度範囲で最高の精度を維持します。傾向分析は、漏れの可能性をより
早く検出するのに役立ち、予防保守対策のデータを提供するため、温室効果ガス規制への準拠を
促進します。この正確でメンテナンスフリーのハイブリッド密度モニターは、屋内および屋外のア
プリケーションで数十年にわたって信頼性があります。

データシート	 www.trafag.com/H72511
プロセス接続	 www.trafag.com/H72502
説明書	 www.trafag.com/H73511

技術データ 
監視原理 密閉型リファレンスガス・チャンバーを

備えた絶対圧測定システム、設計上完全
な温度補償が可能

測定原理 振動水晶センサー
監視範囲 0	...	1100	kPa絶対	@	20°C
測定範囲 0	...	56.1	kg/m3	

0	...	1100	kPa	絶対	@	20°C
出力信号 無電位切換接点	(SPDT)
スイッチポイントの数 1	...	3	マイクロスイッチ
センサー出力 6.5	...	20mAの電流ループ

切替	精度0.3%		
@	20°C

±	8	kPa	最大.

測定精度 ±	1.0	%	F.S.	標準
周囲温度 -40°C	...	+80°C
保護等級 IP65とIP67
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Connect shield directly on
EMC cable gland

Data cable
(0.14 - 1.5 mm2, AWG 26 - 16),
shielded twisted pair, impedance >100 Ω 

Connect shield directly on
EMC cable gland

Termination resistor must be set ON 
for first and last device in bus
(factory default: resistor OFF)
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Connect shield directly on
EMC cable gland

Data cable
(0.14 - 1.5 mm2, AWG 26 - 16),
shielded twisted pair, impedance >100 Ω 

Connect shield directly on
EMC cable gland

Termination resistor must be set ON 
for first and last device in bus
(factory default: resistor OFF)
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中のクォーツ

真空中のク
ォーツ

発振器

発振器

温度

ミキ	
サー

オプトカ
プラー

マイクロプロセ
ッサ/	RS485ドラ

イバー

供給

密度センサーRS485Modbus

X2		
（濃度センサー	
ワイヤー端子）

スイッチ3

スイッチ2

スイッチ1

X1		
（マイクロスイ
ッチワイヤー端子）

密度監視マイクロスイッチとセンサーデータ信号は、独立したワイヤー端子によって分離されています。

特徴

	N SF6	およびさまざまな代替混合ガス用
	Nすべての温度での正確なスイッチング出力
	N高い衝撃と振動の安定性
	Nガス密度の連続測定
	NデジタルRS485	/	Modbus（RTU）出力
	N長期ドリフトフリー出力信号
	Nメンテナンスフリーの屋内および屋外での
使用

ハイブリッドガス密度モニター879x
密度の監視と測定をデジタルRS485 / Modbus出力と組み
合わせて
ハイブリッドガス密度モニターは、自己作用型モニタリングと絶縁ガスの連続密度測定を1つのデ
バイスに組み合わせたものです。デジタルRS485	/	Modbus出力により、ガス密度、ガス圧力、ガス
温度出力データのパラメータ化が可能になります。傾向分析は、漏れの可能性をより早く検出する
のに役立ち、予防保守対策のデータを提供するため、温室効果ガス規制への準拠を促進します。
この正確でメンテナンスフリーのハイブリッド密度モニターは、屋内および屋外のアプリケーショ
ンで数十年にわたって信頼性があります。

データシート	 www.trafag.com/H72517
プロセス接続	 www.trafag.com/H72502
説明書	 www.trafag.com/H73520

技術データ 
監視原理 密閉型リファレンスガス・チャンバーを

備えた絶対圧測定システム、設計上完全
な温度補償が可能

測定原理 振動水晶センサー
監視範囲 0	...	1100	kPa絶対	@	20°C
測定範囲 0	...	60	kg	/	m3	

0	...	1100	kPa	abs.	@	20°C
出力信号 無電位切換接点	(SPDT)
スイッチポイントの数 1	...	3	マイクロスイッチ
センサー出力 ガス密度[kg/m3]、ガス圧[kPa	abs。]	@	

20°C,	
ガス温度	[K],	ガス圧	[kPa	abs.]	
@	温度変数[K]

切替	精度0.3%		
@	20°C

±	8	kPa	最大.

測定精度 ±	1.0	%	F.S.	標準
周囲温度 -40°C	...	+80°C
保護等級 IP65とIP67
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コンパートメント浸漬プロセス接続
コンパートメント浸漬は、連続的にプロセスガスを一致させ、プロ
ーブ温度を監視することを目的としたタンク内圧力接続設備です。
これにより、リファレンスチャンバーとガスタンク間の温度の不均衡
をさらに最小限に抑えることができます。ストップバルブが組み込
まれたバヨネットフィッティングにより、プロセスコンパートメント
が加圧されている間に設置できます。

サーマルフォームカバー 
サーマルフォームカバーは、密度モニターの長
期的な要素保護と専用の熱慣性を目的として
います。高い日射量または極端な日中の温度
変動（高地、北極、砂漠など）のある屋外設置に
推奨されます。

独立した断熱リング付きの耐候性カバー 
耐候性カバーは、密度モニターの長期的な要
素保護を目的としています。プローブハウジン
グの断熱リングは、穏やかに変化する気候で
熱慣性を増加させます。プローブハウジング
は、基準ガス室と振動石英センサーが配置さ
れているモニターの下部です。

シェルターオプション
厳しい環境条件に
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開いた

プロセスガステストおよび補充モード

閉まっている

通常の操作

開いた

モニターテストモード

閉まっている

通常の操作

統合されたプロセスガステストおよび補充バルブ
テストおよび補充バルブは、2つの重要な機能を提供します。第一に、圧力コンパートメントのガス
品質をその場で分析する機能を提供します。一方、圧力コンパートメントの直接絶縁ガス補充を
可能にする補充バルブです。テストまたは補充装置は、公称システム圧力下での通常の操作中
に、標準化されたDN8ポートを介して接続されます。

統合密度モニターテストバルブ 
温室規制では、使用済み機器の定期的な検証が義務付けられています。テストバルブによ
り、圧力コンパートメントからモニターを取り外すことなく、その場でのマイクロスイッチポイ
ントまたはセンサーのチェックが可能になります。テスト機器は、公称システム圧力下での通
常の動作中に、標準化されたDN8ポートを介して接続されます。

バルブオプション
簡単で安全な取り扱いのために
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