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横河電機は，90 年を超える歴史の中で，計測，制御，情報技術分野において専門性を生かし，お客様の生産

現場における効率向上に長年貢献してきた。当社の強みは，物理量を電気信号に変換する各種工業用計測器（セ

ンサー）を有していることで，それらによって生産過程の変化を正確かつリアルタイムに捉えることが出来る。

さらに，それらの基礎データを管理・解析するためのデータロガーやお客様の生産現場を最も経済的かつ効率的

に制御する高信頼の生産制御システムも提供している。本稿では，当社の省エネルギーおよび環境保全に役立つ

主要な工業用計測器を紹介する。

Yokogawa has been improving the efficiency of customers' production for over 90 years since 
its establishment, by offering measurement, control and information technologies. Yokogawa’s 
various sensors, or industrial measuring instruments to convert physical quantities to electrical 
signals, can identify changes in the production process precisely and in real-time. Yokogawa also 
provides data loggers which manage and analyze the fundamental data acquired, and highly-
reliable control systems which control customers' production fields efficiently and effectively. 
This paper introduces Yokogawa’s major measuring instruments which are useful for energy 
conservation and environmental preservation.

はじめに111

横河電機は，90 年を超える歴史の中で，計測，制御，
情報技術分野において専門性を生かし，お客様の生産現
場における効率向上に長年貢献してきた。当社の強みは，
物理量を電気信号に変換する各種工業用計測器（センサ
ー）を有していることで，それらによって生産過程の変
化を正確かつリアルタイムに捉えることが出来る。

工場における省エネルギー・環境保全では，エネルギー，
環境に関わるデータの「見える化」が基本となる。当社
の工業用計測器は，データを正確に定量的に，かつリア
ルタイムで計測することができ，真の「見える化」の実
現に大きく貢献する。

当社の工業用計測器は，生産過程における温度，圧力，
流量等の物理量のみならず，工場から排出する温室効果
ガスの排出量，排水量なども測定することができ，エネ
ルギーのムダの発見や環境保全に役立てることができる。
また，測定されたデータは，当社が提供するデータロガ
ーで管理・解析されたり，高信頼の生産制御システムで
最適制御に活用されたりし，経済的，効率的かつ，地球
にやさしい生産を可能とする。

主要な工業用計測器211

ここでは，図1に示す省エネルギーおよび環境保全に役
立つ当社の主要な工業用計測器の機能・特徴を紹介する。

図 11横河電機の主要な工業用計測器

(b) DPharp EJXシリーズ
圧力伝送器

(e-1) ADMAG AXRシリーズ 
2線式電機流量計

 (a) ジルコニア式酸素濃度計
（ZR22/ZR402）

(c) レーザ式ガス分析計
(TDLS200）

(e-2) ADMAG AXFシリーズ 
4線式電機流量計

(f) 濁度計
(TB700）

(d) 赤外線ガス分析計 
（IR400）

49 49



省エネルギー ･ 環境保全のための横河電機の工業用計測器

横河技報 Vol.53 No.1 (2010)

ジルコニア式酸素濃度計⿎⿎
ジルコニア素子の両面に多孔質の白金電極を貼り付け

て加熱し，それぞれの面に酸素分圧の異なるガスを接触
させると酸素濃淡電池の作用を起こす。これがジルコニ
ア式酸素濃度計の測定原理である。

横河電機のジルコニア式酸素濃度計は，鉄鋼，電力，
石油・石油化学などのエネルギー消費の大きな産業界の
加熱炉や大形ボイラーなどの燃焼設備で，制御用酸素セ
ンサーとして活用されている。

横河電機のジルコニア式酸素濃度計は，酸素濃度管理・
制御による高効率燃焼を実現し，CO2，NOx，SOx の排出
量の低減を図り，省エネルギーだけでなく，地球温暖化
防止にも貢献する。
圧力伝送器⿎⿎
長年研究を続けてきた金属精密加工を必要とする振動

式密度センサーをベースに開発したシリコンレゾナント
センサーでは，H 形をした振動子が高真空のシェルの中
に入っている。振動子は，単結晶シリコンでできている
ため，ヒステリシスが小さく，再現性に優れ，高精度で
圧力を測定できる。

DPharp EJX シリーズ差圧・圧力伝送器は，世界中で
120 万台以上が稼動しているベストセラー DPharp シリ
ーズの最新モデルであり，燃焼ガス圧，排ガス圧等を正
しく測定し，省エネルギー・環境保全に貢献する。余分
な燃料使用量を排除し，最適制御を実行することで CO2

を含む温室効果ガスの排出を抑制する。
レーザ式ガス分析計⿎⿎
レーザ式ガス分析計では，波長可変半導体レーザによ

る吸収分光計測法を利用し，レーザ光が測定対象ガスを
通過する時に吸収される光量からガス濃度を測定する。

横河電機のレーザ式ガス分析計は，加熱炉や大形ボイ
ラーなどの設備で，燃焼管理用ガスセンサとして使用さ
れている。半導体レーザからの単一波長光を測定対象ガ
ス成分（O2，CO，H2O，NH3 など）の吸収波長に合わせ
てプロセスガスに直接照射し，ガスの１本の吸収線を測
定して濃度測定する。サンプリング装置（前処理装置）
が要らず，直接測定式なので，高速応答の出力信号が得
られる。また，スペクトル面積法の採用により，ほとん
どのアプリケーションで，他成分の干渉を受けることな
く，高精度測定ができる。

横河電機のレーザ式ガス分析計は，酸素や CO 濃度管
理・制御による完全燃焼を実現し，CO2，NOx，SOx の排
出量の低減を図り，省エネルギーだけでなく，地球温暖
化防止にも貢献する。
赤外線ガス分析計⿎⿎
赤外線ガス分析計では，試料セルで吸収された赤外線

量をマスフローセンサで検出し，ガス濃度を測定する。
横河電機の赤外線ガス分析計は，NO，SO2，CO2，CO， 

CH4 の内から４成分および O2 を加えて最大５成分のガス
濃度を連続モニタリングする。

モニタリング結果は，各国の環境規制と対比すること
により環境管理データとなり，省エネルギーはもちろん，
地球温暖化防止にも貢献する。
電磁流量計⿎⿎
ファラデーの電磁誘導の法則は「磁界の中を導電性物

体が動くと，その物体内に起電力が発生する」というも
のである。電磁流量計の測定原理として応用する場合は，
導電性物体として導電性流体を考え，発生した起電力を
外部に取り出すために電極を設け，流量を測定する。

電磁流量計 ADMAG は，流体ノイズに強く，高安定測
定が実現できる二周波励磁方式で浄水や排水など導電性
流体の流量を正しく測定し，省エネルギー・環境保全に
貢献する。

2009 年に発売した２線式電機流量計 ADMAG AXR シ
リーズでは，消費電力を大幅に低減し，4 線式電磁流量
計に比べ，96～ 99％減（当社比）の省電力化を実現した。
また，ADMAG AXR は交流電源が不要で２線配線方式に
できるので 計装イニシャルコストも大幅低減できる。
濁度計⿎⿎
当社は，測定箇所に応じて異なる測定方式を採用する

濁度計も提供している。レーザ形濁度計は，浄水の高度
処理法の一つである膜ろ過処理において，膜の破断検知
や状態監視に最適な濁度計である。透過散乱形濁度計は，
水中に一定の光が入射すると濁度粒子に反射・散乱して，
透過光が光路長と濁度の濃度に比例して減るので，その
透過光を測定することで濁度を求める測定方法である。

横河電機の濁度計は，浄水から排水まで，濁度を正し
く測定し，社会基盤の安心・安全および環境保全に貢献
する。

おわりに311

工場エネルギー測定用，温室効果ガスの排出量測定用
や排水量測定用等の工業用センサーを中心に紹介した。
　その他にも，気体，スチームおよび液体流量を計測す
ることができる渦流量計，大気汚染防止法や各都市の条
例等で工場施設からの粉塵排出量を測定するダストモニ
ター等，ユニークな原理・技術を応用した工業用センサ
ーを提供するとともに，工業用センサーからのデータを
管理・解析するデータロガー，制御システムなども提供
している。

今後とも省エネルギー・環境保全に貢献する工業用計
測器群を提供していく所存である。

* DPharp，TDLS，ADMAG および AXR は，横河電機㈱の登録商標です。
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