
プッシュ・ボタン付きギャモン・ゲージ
　　　米国特許番号  6,694,819B1

基本型差圧計

　押しボタン式
試験用３方弁付き

ピークホールド型差圧計
　　  押しボタン式
　 試験用３方弁を含む

制禦用スイッチ付き
　  押しボタン式
試験用３方弁を含む

型式 GTP-534

型式 GTP-8980 型式 GTP-534PBF

型式 GTP-534PB

型式 GTP-534-PB-PH 押しボタンが
　  前面に
  付属の場合

　　　　   最大差圧の表示を維持して
　　　　　　  ピストンがロック。

〔直近の給油作業に於ける最大差圧を見逃さない〕
　　　  大きなノブを回してロックを解除。

差圧を計測表示する
ギャモン・ゲージの
　基礎的なモデル。

警告音発生、ポンプ停止  
　　 等々のための
 制禦用モニターとして。
　　   （４頁参照）

押しボタン式機能試験用３方弁付きの全モデルに
　　　　対熱膨張安全装置が加わります。

設計及び製造：米国内

Gammon Technical Products, Inc., Manasquan, N.J., U.S.A.
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ギャモン・ゲージ

直読式差圧計
GAMMON GAUGE 商標

機能試験用３方弁は API-1581 が求める仕様です。

最新モデルと云っても、
　　すでに 10 年を超えています！
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●圧力をそのまゝ指示（ピストンの上端が指し示す値を読む）
●差圧を知るために引き算は不要
●精度は圧力 300psi （約 21kg/cm2）まで 1/2psi（約 0.07kg/cm2）
●（正負とも）サージ圧によるキャリブレイションの影響なし
●複数の単位による目盛付け：ー
　　　　　　　一面に、PSI と kPa
　　　　　　　他面に、BAR と Kg/cm2

●ガラス・シリンダーは全て 1200psi（約 84kg/cm2）で耐圧試験
●堅牢な構造　ー　固定施設あるいは車載のどちらにも可
●ゲージ保護用のフィルターを内蔵
●スプリングのもどり検査装置をオプション装備
●紫外線防止用透明膜の採用：ガラス・シリンダー内の燃料劣化を防ぐ

｛

全モデルに共通の特長

ユニークな特長
ピークホールド表示　  システム運転中の最大差圧を示してピストンが自動的にロックします。このため、
運 転 作 業 中 ゲージを監視していなくても最大差圧が分かります。その差圧を記録したら、ノブを回してピス
トンのロックを外します。通常、航空機給油中に作業者がゲージを見守ることはありえないため、最大の差
圧値が見逃されがちです。パイプラインのような監視者の付かない施設やハイドラント・システムなどでの
事故対策に貢献します。

押しボタン式試験用ヴァルヴ　 　 ボタンを押し続けると、ピストンの下の圧力が抜けます。すると、シス
テム圧によってピストンが下がりますので、その動き具合を観察します。動きに滑らかさがなければ、ピス
トン面とガラス・シリンダーの内側が汚れている証拠と考えられますのでクリーニングが必要です。
　　【注】この試験では 50ml ほどの燃料が放出されますので、適当な容器を用意するか、あるいは回収装置を備えます。

圧力逃がし（安全）装置　 温度上昇により、内圧が 300psi（21.09kg）を超えると、逃がし弁が
開いてゲージを保護します。隔離弁などが閉じている場合の安全装置で、押しボタン付きの全てのモデルに組
み込まれます。

目盛盤の

仕様概略（共通）
最大使用圧：21kg/cm2 （300psi）
使用温度範囲：
　　　　標準ヴァイトン・シールで・・・ー 34.4℃〜＋ 71.1℃
　　　　低温用特種シールで・・・・・・ー 68℃まで
材　質：アルミ叉は SUS 製筺体

圧力計（オプション）ー  必要に応じ差圧計と一緒にお使い頂けます。

（株）マクドナルド商会／横浜   電話 045-313-3791 ／ﾌｧｸｽ  045-313-3792 ／ e メール main@j-macdonald.com ／ http://www.j-macdonald.com

部品番号 品　名 計測範囲 ダイヤル面のサイズ

GTP-686A 圧力計               0 〜   60psi ２インチ

GTP-686B 圧力計 0 〜 100psi ２インチ

GTP-686C 圧力計 0 〜 160psi ２インチ

GTP-686D 圧力計 0 〜 300psi ２インチ



　　　　　　　　　　　キャリブレイションと API-1581
●キャリブレイション
　　「ギャモン・ゲージのキャリブレイションはどうするのか」と、沢山の人から聞かれます。マスター・ゲージ
　でのチェックあるいは “デッド・ウェイト・テスター” によるキャリブレイションを定期的に実施しなければな
　らないブルドン管型のダイヤル式ゲージを使い慣れてきていたための質問です。ギャモン・ゲージのキャリブレ
　イションは至って簡単で、付帯費用も係りません。手順は以下の通りです：

　　　1.　システムに一定の流れを生じさせる　　　　 　　　→　圧損がゲージに示される。
　　　2.　テスト・ボタンを押す　　　　　　　　　　 　　　→　ピストンが目盛盤の最下点まで移動する。
　　　3.　ボタンから指を離し、システムのフローを止める　 →　ピストンが “０” 点にもどる。

　　ピストンが “０” にもどればキャリブレイション完了、それにピストンがシリンダー内を円滑に移動できるこ
　との確認もできました。このキャリブレイション方法は全てのメジャー石油、全てのメジャー航空そして軍関係
　によって世界的に広く受け入れられています。ギャモン・ゲージは 30 年に亘り世界中の各主要空港に於いて使
　われ、その間たゞの１台もキャリブレイション不能に陥ったゲージのあることを　見聞きしたことはありません。
　多年使っているうちにピストンの動きがにぶくなることはたまにありますが、「スコッチ・ブライト」などの樹
　脂系研磨材で手磨きすれば新品同様になります。（サンド・ペーパーやスティール・ウールは使わないこと。）“Ｏ”
　リング・シールを新しくして元通り組み立てます。

● API では三方弁の使用をテスト要件としています。すなわちキャリブレイションのチェックとピストンの円滑な
　動きの確認のためです。こゝにご紹介する押しボタン式の装置はこの API による目的要求を安価簡便な方法で達
　成致します。勿論、三方弁もご利用頂けます。

既存ギャモン・ゲージの改造 ー 既存のギャモン・ゲージをピークホールド機構及び押しボタ
ン式試験用３方弁付きに変換することができます。下部フランジを交換します。  

基本型ギャモン・ゲージの型番内訳

メンテナンス部品
目盛り盤：  0 〜 15psi（0 〜 1kg/cm2） GTP-672-1　      　シリンダー用 “O” リング　GTP2200-023V
　　　　　 0 〜 30psi（0 〜 2kg/cm2） GTP-690-1　　　  フィルター・エレメント　  GTP-2233
ガラス・シリンダー　　　　　　　      GTP-547　　　　
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基本型基礎番号　GTP-534 押しボタン付き 押しボタン及びピーク・ホールド付き

アルミ製筐体
GTP-552-8PB 横向き                GTP-552-40 横向き

  GTP-552-8PBF 前向き  GTP-552-40F 前向き

SUS 製筐体
GTP-552-9PB 横向き    GTP-552-40SS 横向き

  GTP-552-9PBF 前向き    GTP-552-40FS 前向き

型式番号 指示範囲 筐体（ハウジング）の材質

GTP-534-15A 0 〜 15psi  ;  0~1kg/cm2 アルミニューム
GTP-534-30A 0 〜 30psi  ;  0~2kg/cm2 アルミニューム
GTP-534-15S 0 〜 15psi  ;  0~1kg/cm2 SUS
GTP-534-30S 0 〜 30psi  ;  0~2kg/cm2 SUS
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フィルター・エレメントの破裂を防ぐ差圧スイッチを差圧計に装備
　　　 警告音⇔フロー停止⇔予備フィルターへの切り換え

　差圧が突然増えた時、あるいは差圧監視の人員なしで装置が運転され
ていると、フィルター・エレメントの故障が起り得ます。この対策とし
て新しいユニークなスイッチを開発しました。非電源型近接スイッチを
使った低コストでの制禦用機能です。

　シンプルな構造で 2 重密封の当スイッチは PLC 及びリレーによる制
禦システムにとって理想的な使用方法となります。

　接続用の函の規格は NEMA 4X です。

　他に制禦装置の使用をお考えでない場合は、オプションでその提供も
致します。屋外（風雨密）型、及び防爆型があります。
　ギャモン差圧計及び近接スイッチあるいは又同スイッチを含んでのシ
ステムを正しく検査するため検査用３方弁を是非とも装備なさるようお
勧め致します。

制禦用スイッチ付きモデルの型番構成
GTP-8980-    -    -    -    -    -

　　　　　　　　　ゲージの種類
　　　　　　　　 （0 〜 30psid 用のみ）

コード
  番号    　　　　　　　内　訳　　　　　　　　　　
　A　 基本型ゲージ  ー  アルミ製筺体
   B　 基本型ゲージ  ー   SUS 製筺体
　C　 押しボタン付き  ー  アルミ製筺体
　D　 押しボタン付き  ー   SUS 製筺体
　E　 既存ゲージ変換  ー   アルミ製筺体
　F　 既存ゲージ変換  ー   SUS 製筺体
　G　押しボタンとピーク・ホールド付き  ー  アルミ製筺体
　H　押しボタンとピーク・ホールド付き   ー SUS 製筺体
     L　 前面押しボタン付き　ー　アルミ製筺体
    M    前面押しボタン付き　ー　SUS 製筐体　　

　　　　    スイッチ部筐体の選択

コード番号  　　　  内　訳　　　　
　   0　　  筐体なし、照明なし、継電器なし
　      B　　  12VDC 容器（屋外型）
　    X　　  24VDC 容器（屋外型）
　 BKS　   風雨密、キーロック式スイッチ付き
　 XKS　   防爆型、キーロック式スイッチ付き

型式例：GTP-8980-C-RH-12-B-0-O
　　　　　試験用押しボタン付きアルミ製筺体ゲージ、差圧表示範囲 30PSI(2kg/cm2)、
　　　　　右側スイッチ付き、12VDC 電圧、照明及び試験用押しボタンを含む風雨密スイッチ筐体、
　　　　　電磁弁なし、低温用 "O" リング付き。

prpd(3r)-Spt'13-hh 
（株）マクドナルド商会／横浜   電話 045-313-3791 ／ﾌｧｸｽ  045-313-3792 ／ e メール main@j-macdonald.com ／ http://www.j-macdonald.net

   近接スイッチの位置選択

コード
  番号 　 　　内　訳　　
   RH　　右側面に取付け
   LH　　左側面に取付け

         電圧の選択

コード番号と内訳           
　　 12  VDC
           24  VDC
        120  VAC
        220  VAC
             0  指定なし

　 使用 "O" リングの選択　

 コード
   番号  　　　内　訳　　   
　 O　　低温用
　　　　フルオロシリコン
　　　　（Flourosilicone)

標準はヴァイトン（Viton）

　　         電磁弁の有無　

 コード
   番号  　　内　訳　
　 S　　電磁弁あり（常時開）
　 0　　電磁弁なし


