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湿度調節器（Hygrostat）
®

Polyga - 湿度測定エレメント付き
1個または2個の切替接点付き
内部回転ノブ付き
または設定ポイント保護付き

HG80
HG80-2
HG80i/-2i
HG80vs

アプリケーション
湿度調節器（Hygrostat type HG80）は、空調設備や気象測定室の
エアダクト中の相対湿度を制御し、空気の加湿と除湿を制御するオ
ン・オフ制御器として使用されます。その他の利用分野は食料品と
高級食品の保存、果物と野菜の冷却室、ガーデニング用途の温
室、繊維工業、製紙印刷業、フィルム工業や病院です。
湿度調節器（Hgrostat HG80）は空気湿度の調整と監視が必要な
場所では、ほとんど、どこにでも使用できます。
湿度調節器（Hygrostat）の概要
®

商品名Polyga のGalltec 製湿度測定エレメントは、直径
3µmの90本の特殊な繊維による数本の合成繊維の紐から
成り立っています。特殊な製造工程が繊維に吸湿性を与え
ます。この測定エレメントが湿度の吸収と吸収物の脱着を行
います。大部分が縦方向にいく膨潤の行方の結果は、適切
なレバーシステムによって、極めて小さな切替経路のマイク
ロスイッチに運ばれます。この測定エレメントは空気の湿度
に即座に正確な反応を行います。設定ポイントの数値制御ノ
ブを調整することにより、空気湿度が設定値に到達したとき
にマイクロスイッチが作動するようにレバーシステムが働き
ます。
湿度調節器（hygrostat type HG80-2）の場合、第二のマイ
クロスイッチが第一のマイクロスイッチと並行した位置に置
かれます。ハウジングカバーを外した後、スクリュードライバ
を使って、マイクロスイッチの第二の設定値が精密に調整で
きます。第二のマイクロスイッチの切替ポイントは第一のマイ
クロスイッチの切替ポイントに接続されています。切替距離
（ニュートラル・ゾーン）は) 0%から +15%までの相対湿度が
設定できます。

扇形測定エレメントは孔があいたセンサチューブで保護
された状態でハウジングに晒されねばなりません。湿度
調節器（hygrostats）は常圧システム用に設計されていま
す。 搭載位置はハウジング内部に凝縮水が入らないよ
うに選ばねばなりません。好ましい搭載位置は“センサが
垂直に下向き”、または“センサが水平な位置”です。（次
ページの図をご参照）上記に記載された搭載位置では、
0.8mm 直径の穴を持つセンサチューブの中のめくら板
が水の侵入を防ぎます。

電圧に関する注意事項
湿度コントローラの測定位置は、装置の表面や内部に凝
縮液が形成されないように選択しなければなりません。
これは特に、48V以上の電圧で操作を行うときに当てはま
ります。電圧がこれより高い場合のマイクロスイッチや接続
端子の表面に水分凝縮する場合には、電圧アークのリス
クがあります。これはコントローラを損傷させる場合があり
ます。 48V 以下の電圧の場合、湿度コントローラは最大
100%rhまで使用できます。
この情報は現在の知識に基づいたもので、当社の製品の詳細と製品の可能なアプリケーションを説明することを目的にしています。 従って、説明された製品の特定
の特性の保証や、特殊なアプリケーションの適合性を保証するものではありません。我々の経験では、この機器はさまざまな条件と負荷の幅広いアプリケーションで
使用できます。個々のケースをすべて評価することはできません。購入者またはユーザは特別なアプリケーションに機器が適合するかチェックする必要があります。
当社製品の完全品質は当社の販売一般条件（General Conditions of Sale）で保証されています。発行: July 2011 HG80_E.は変更の可能性あります。
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第二の設定値の調整（Adjusting the 2nd setpoint value）
湿度調節器（Hygrostats HG80-2(i)）は、第一の設定値より相対湿度6%高くなるように工場で設定されます。
ニュートラル・ゾーン（第一と第二の設定値の間の距離）は、ハウジングカバーを外したあとに、スクリュードライバを使って調整で
きます。左側に回すと、第二の設定値は上昇します。（第一の設定値に対して+0%rh から +15%rh まで）
ニュートラル・ゾーンは回転ノブを使って読取ることができます。
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壁取付用コンソール
Item.20.009

ガーゼプロテクタ
8 から 15 m/s の程度の空
気速度の場合に推奨。
Item.20.014

PTFE フィルタ
厳しい操作条件の場合に
推奨。
Item.23.063
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恒湿器の取扱説明（チャネル［通路］設計のchannel hygrostat HG80 and HG80-2）
取付
・ 湿度調節器（Hygrostats）は水に直接、触れていけません。（例えば、気象測定室などを清掃するときの水の撥ねなど）

・

取付位置は、湿度の代表的な測定が保証できるように、つまり、取付位置での湿度測定が出来る限り室内の湿度測定に対
応するように選ばねばなりません。

・

湿度調節器（Hygrostat）は空気の流れに晒されねばなりません。

操作情報（Operating information）:
注意：作動の上限に制限がある場合、切替ポイントを調整するとき、使用可能な許容値（測定精度、切替差および温度係数）が
順守されねばなりません。
好ましい取付位置
凝縮水がハウジング内部に侵入して
はなりません。

外部取付
外部取付用キャンバスブラインド
ソーラ電池なし: Item No.20.024
ソーラ電池付き: Item No.20.025

通気改善のために
換気付きセンサチューブ
Item No.20.022
外部取付け用保護チューブ
Item No.20.011

注意:
内部部品に接触すれば、恒湿器の保証はなくなります。
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校正（Calibration）
湿度調節器（Galltec hygrostats）は、平均空気圧430m NNに対して、室温23°C と相対湿度50%に工場で正しく設定されてい
ます。
しかしながら、その後、調整が必要な場合は、次の手順が順守されねばなりません。
・ 周囲湿度と周囲温度が一定であることを確認すること。
・ できれば、乾湿計（psychrometer）を使って点検すること。 （容量センサによる点検は必要ありません。）
・ 一定の検査気象で少なくとも一時間、装置のチェックを行うこと。
・ 調整ネジ（adjuster screw）がセンサの端にあります。

調整ネジはラッカーで固定されていますので、このラッカーを剥がす

と動かすことができます。右手方向の回転は測定値が減少することを意味します。左手方向の回転は測定値が上昇する
ことを意味します。校正後はこの調整ネジは再度、固定しておかねばなりません。
注意:
この調整ネジを動かせば、保証は無くなります。
重要： 空気の水分吸収能力は温度が他のものに比べて一番影響します。これは物理的法則です。（hxのモリエル線図［hx
diagram of Mollier］を見ればわかります。）空気の温度が高くなればなるだけ、最大飽和点（100%rh ）に吸収できる水蒸気の
容量は大きくなります。恒湿器（Hygrostat）が変動する空気温度で校正される場合、媒体の測定は不規則で、非均質ものとな
り、自動的に校正エラーとなります。 下記の表は空気湿度での空気温度の影響を示します。例えば、校正が 20 °Cの空気温
度と50%rhで行われ、丁度 ±1 °Kの温度変動が有る場合、±3.2%rhの測定された媒体（空気）で次の湿度変動があります。：.

10%rh

10°C
20°C
30°C
50°C
+/-0,7%rh +/-0,6%rh +/-0,6%rh +/-0,5%rh

50%rh

+/-3,5%rh +/-3,2%rh +/-3,0%rh +/-2,6%rh

90%rh

+/-6,3%rh +/-5,7%rh +/-5,4%rh +/-4,6%rh

メンテナンス（Maintenance）
この測定エレメントは綺麗な周囲空気ではメンテナンスの必要はありません。溶剤を含んだ侵攻性の媒体は、そのタイプと濃度
によっては測定エラーと故障の原因になります。ほとんど全ての湿度測定エレメントと同じように、この測定エレメントの上に形成
される撥水性の薄膜を形成する沈殿物（例えば、樹脂エアロゾル、ラッカーエアロゾル、煤煙沈着物など）は有害です。Galltec
測定エレメントは耐水特性により水でクリーニングを行うことができます。このクリーニング目的では溶剤は使用できません。マイ
ルドな洗剤がお勧めですが、残留物は完全に水で洗い流しておかねばなりません。
特殊工程により、Galltecセンサは優れた長期安定性が可能です。メンテナンスは不要ですが、行っても有害でもありません。
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メンテナンスの説明（Maintenance instructions）
®

Polyga 湿度測定エレメントの付いた湿度測定装置のメンテナンスについての説明。
汚れによる影響（Impact of dirt）
測定エレメントは綺麗な周囲空気ではメンテナンスが不要です。溶剤を含んだ侵攻性の媒体は、そのタイプと濃度によっては測
定エラーと故障の原因になります。ほとんど全ての湿度測定エレメントと同じように、また、特に、これが容量測定エレメント
（capacitive measuring elements）、レジット［C段階樹脂］（resite measuring elements）とファイバ測定エレメント(Polyga)
(fibre measuring elements)を含んだものである場合、撥水性の薄膜がエレメントの表面に形成されると、影響を受けます。それ
らのセンサや湿度調節器（Hygrostat）は、例えば、 木材の乾燥する時期には使用できません。なぜならば、乾燥される木材の
タイプにもよるが、周囲空気で樹脂アエロゾルが測定エレメントの上に沈着します。同じことが、周囲空気で塗装アエロゾルのあ
る場所では、ラッカーの乾燥した装置にも当てはまります。
Galltec® 湿度測定エレメントは耐水特性により水でクリーニングすることが出来ます。センサが厳しい大気で使用されるときに
役立つ重要な利点です。

クリーニングの説明（Cleaning instruction）
チャネル設計やすべての軸装置の中の湿度センサ、湿度調節器（hygrostats）の場合の、FG80.., TFG80.., HG80, HG80-2.の
クリーニングに関して：
湿度測定装置は孔のあいたセンサチューブを念頭において設計されています。湿度測定エレメントと温度測定エレメントはセン
サチューブの内部にあります。湿度測定エレメントは軸方向に配置されます。温度測定エレメントは穿孔と穿孔の間のトップまた
はボトムに横向きに付けられます。Pt100 のガラス製測定抵抗器（glass measuring resistors） のついた測定装置を水の中に
沈めて下さい。ほかの温度センサ、特に、半導体センサや顧客固有の温度センサは水には接触させないで下さい。不審な点が
あれば、お問い合わせ下さい。この測定エレメントは常圧の空気（気体）の中で使用するために設計されています。測定精度はこ
のエレメントの汚染度によって変わります。特に湿度測定エレメントは、表面がグリース、すす、煤煙の沈着、塗料、樹脂性物質
などで覆われると、その吸湿性を失います。これらのエレメントを清掃することによって、機能を再生することができます。しかし、
酸、アルカリの溶液やその他の侵食性物質によって損傷されていない場合に限ります。

クリーニングの手順（Cleaning process）
1. 清浄な水(20°C) を入れた容器の中にセンサをちょっと漬けて下さい。そして、ゆっくりと回転させて、汚れの沈着物を消散さ
せて下さい。汚れにグリースの沈着物が含まれる場合、水にマイルドな洗剤を加えることをお勧めします。

ブラシの使用やその他のクリーニング道具を使った取り扱いは行わないで下さい。センサチューブだけを水に沈めて下さい。
ハウジングは水に漬けないで下さい。
センサチューブはハウジング内部 (0.8mm 孔) に向かって開かれています。

2. マイルドな洗剤も化学物質が含まれていることが知られてしますので、クリーニング後は良く水洗いを行って下さい。
クリーニングの残滓は測定結果を損ないます。
3. 空気乾燥を行って下さい。測定エレメントが水に濡れた場合、装置は100% の相対湿度を示します。必要に応じて、センサの
端の調整スピンドルで精度の再校正を行うことができます。これは大きな差異が出る場合にのみ行って下さい。濡れたエレメント
の調整スピンドルを僅かに動かすと、乾燥した領域の測定値は酷くかけ離れる原因になります。この場合、直線化の増倍効果が
あります。（倍数6）
濡れたエレメントでは 98..100% 相対湿度の表示で十分です。
乾燥した領域での精度は通常の気象条件で決定されねばなりません。

測定エレメントは暖かい空気または熱い空気（ヘアドライヤ）を使って乾燥させてはなりません。
クリーニングは数秒以上行わないで下さい。
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