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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査対象品の内部容積を測定する容積測定方法において、
　該被検査対象品の内部を気密状態とし、該被検査対象品の内部の圧力変化量Ａを測定す
る気密状態圧力測定工程と、
　該被検査対象品の内部の気体を所定流量で連続的に排出しながら、該被検査対象品の内
部の圧力変化量Ｂを測定する開放状態圧力測定工程と、
　該開放状態圧力測定工程で測定した圧力変化量Ｂから、該気密状態圧力測定工程で測定
した圧力変化量Ａを差引き、その結果を補正した圧力変化量Ｃとすると共に、該補正した
圧力変化量Ｃに基づき、該被検査対象品の内部容積を算出する容積算出工程とを含むこと
を特徴とする容積測定方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の容積測定方法において、該開放状態圧力測定工程における気体の排出
には、特定形状のオリフィスを用いることを特徴とする容積測定方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の容積測定方法において、該オリフィスの一端は、大気に開放されてい
るか、又はガス吸着容器の内部に連通されていることを特徴とする容積測定方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の容積測定方法において、該開放状態圧力測定工程における気体の排出
には、基準ガス燃焼器が使用されていることを特徴とする容積測定方法。
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【請求項５】
　請求項１乃至４に記載の容積測定方法を用いて該被検査対象品の内部容積を測定し、該
測定した内部容積に基づき、該被検査対象品に係る気密・漏洩試験時間を設定することを
特徴とする気密・漏洩試験方法。
【請求項６】
　請求項１乃至４に記載の容積測定方法を用いて該被検査対象品の内部容積を測定し、該
測定した内部容積に基づき、該被検査対象品に係る気密・漏洩試験における温度補正また
は環境判定を行うか否かを設定することを特徴とする気密・漏洩試験方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検査対象品の内部容積を測定する容積測定方法とそれを用いた被検査対象
品の気密・漏洩試験方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガスの配管等の気密・漏洩試験方法では、供給配管等の被検査対象品の内部容積により
、気密試験時間や漏洩試験時間が設定されている。表１又は２に示すように、ＬＰガスの
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」の例示基準には、
気密試験及び漏洩試験において、試験する配管等の内容積の違いによって異なる試験時間
を提示している。また、都市ガスに関しても、表３に示すような基準が提示されている。
さらに、温度影響がある場合は、温度補正した測定圧力値で漏れを判定することとしてい
る。
【０００３】
【表１】

【０００４】
【表２】

【０００５】
【表３】

【０００６】
　被検査対象品の内部容積に応じて漏洩試験時間が異なると、検査者は、予め試験場所の
配管容積の情報を収集し、その情報を確認しながら試験を行う必要があるため、作業が煩
雑になるばかりか、試験時間の設定ミスも発生し易くなる。しかも、改築等で配管容積が
変更されている場合には、それらの情報を事前に入手することが困難な場合もあり、より
検査ミスが発生する原因となる。
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【０００７】
　このため、現地で被検査対象品の配管容積を測定し、その結果を基に、被検査対象品の
漏洩試験時間を設定することが望ましい。しかも、屋外など多種多様な場所で漏洩試験を
行うため、容積測定装置や漏洩試験装置は、持ち運びが可能な小型で簡素なものが求めら
れる。さらに、試験環境の変化、特に、温度変化の影響を補正できるものであることがよ
り望ましい。
【０００８】
　容積測定方法としては、特許文献１に示すように、既知の加減圧弁の流量特性、圧縮空
気の流入出時間及び流入出前後の圧力値から求めた流入出した空気の質量を、気体の状態
方程式に代入することで容積値を求めることが提案されている。
【０００９】
　しかしながら、特許文献１の容積測定方法では、計測圧力値が、検体の漏れによる影響
や、計測環境による温度変化の影響を含む場合には、検体の容積を正確に測定することが
できない。
【００１０】
　また、他の容積測定方法としては、特許文献２に示すように、閉空間の容積を測定する
際に、閉空間と一体となる付加空間を備え、該付加空間の容積を変化させる容積変化手段
を有するものが提案されている。容積変化手段の変化量を異なる２以上の値に設定し、容
積変化に対応した閉空間の圧力変化から、閉空間の容積を算出している。
【００１１】
　しかしながら、この方法は、閉空間の漏れがある場合にも適用可能であるが、容積変化
手段の構成が高価で大掛かりなものとなるめ、屋外等の多種多様な場所で容積を測定する
には不向きである。
【００１２】
　他方、ＬＰガスや都市ガスに関する試験・検査においては、試験等に際し環境温度が変
化する場合がある。試験等の結果が温度変化の影響を受ける場合には、特許文献３に示す
ような温度補正を行っていた。具体的には、供給配管等の被検査対象品の内部圧力を大気
圧に設定し、被検査対象品を閉塞した状態で、内部の圧力変化を測定し、温度変化の影響
を評価するものである。そして、この温度補正を行った測定結果（圧力変化）から漏れ等
を判定していた。
【００１３】
　さらに、大容量（例えば、５０Ｌ超）の場合は、温度補正の精度を担保することが難し
くなる。このため、温度変化の影響を測定した結果に基づき、「環境判定」を行っている
。「環境判定」では、測定した温度変化の影響が所定の閾値以下である場合には、「温度
影響なし」と判定し、当該閾値を超える場合には「温度影響あり」と判定する。そして、
「温度影響あり」と判定した場合には、温度影響を無くすような対策（例えば、防風措置
や断熱措置をするなど）を講じて試験を実施する、あるいは、温度影響が無い環境になる
まで待って試験を実施する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２０１４－８１３６６号公報
【特許文献２】特開平９－１１３３３２号公報
【特許文献３】特許第３４８３２５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、以上のような従来の問題に鑑み、被検査対象品に漏れがある場合や測定環境
の温度変化がある場合でも、被検査対象品の容積を正確に測定可能であり、かつ、小型・
安価な構成で屋外等での使用に適した容積測定方法とそれを用いた気密・漏洩試験方法を
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提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するために、本発明の容積測定方法とそれを用いた漏洩試験方法は以下
のような技術的特徴を備えている。
（１）　被検査対象品の内部容積を測定する容積測定方法において、該被検査対象品の内
部を気密状態とし、該被検査対象品の内部の圧力変化量Ａを測定する気密状態圧力測定工
程と、該被検査対象品の内部の気体を所定流量で連続的に排出しながら、該被検査対象品
の内部の圧力変化量Ｂを測定する開放状態圧力測定工程と、該開放状態圧力測定工程で測
定した圧力変化量Ｂから、該気密状態圧力測定工程で測定した圧力変化量Ａを差引き、そ
の結果を補正した圧力変化量Ｃとすると共に、該補正した圧力変化量Ｃに基づき、該被検
査対象品の内部容積を算出する容積算出工程とを含むことを特徴とする。
【００１７】
（２）　上記（１）に記載の容積測定方法において、該開放状態圧力測定工程における気
体の排出には、特定形状のオリフィスを用いることを特徴とする。
【００１８】
（３）　上記（２）に記載の容積測定方法において、該オリフィスの一端は、大気に開放
されているか、又はガス吸着容器の内部に連通されていることを特徴とする。
【００１９】
（４）　上記（１）に記載の容積測定方法において、該開放状態圧力測定工程における気
体の排出には、基準ガス燃焼器が使用されていることを特徴とする。
【００２０】
（５）　上記（１）乃至（４）に記載の容積測定方法を用いて該被検査対象品の内部容積
を測定し、該測定した内部容積に基づき、該被検査対象品に係る気密・漏洩試験時間を設
定することを特徴とする気密・漏洩試験方法である。
【００２１】
（６）　上記（１）乃至（４）に記載の容積測定方法を用いて該被検査対象品の内部容積
を測定し、該測定した内部容積に基づき、該被検査対象品に係る気密・漏洩試験における
温度補正または環境判定を行うか否かを設定することを特徴とする気密・漏洩試験方法で
ある。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明では、被検査対象品の内部容積を測定する容積測定方法において、該被検査対象
品の内部を気密状態とし、該被検査対象品の内部の圧力変化量Ａを測定する気密状態圧力
測定工程と、該被検査対象品の内部の気体を所定流量で連続的に排出しながら、該被検査
対象品の内部の圧力変化量Ｂを測定する開放状態圧力測定工程と、該気密状態圧力測定工
程で測定した圧力変化量Ａを用いて、該開放状態圧力測定工程で測定した圧力変化量Ｂを
補正し、該補正した圧力変化量Ｃに基づき、該被検査対象品の内部容積を算出する容積算
出工程とを含むため、被検査対象品に漏れがある場合や測定環境の温度変化がある場合で
も、該気密状態圧力測定工程で測定した圧力変化量Ａを用いることで、被検査対象品の容
積を正確に測定することが可能となる。しかも、本発明の容積測定方法では、特許文献２
に示すような複雑な容積変化手段は必要でなく、小型・安価な構成で屋外等での使用に適
した容積測定方法とそれを用いた気密・漏洩試験方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の容積測定方法及び気密・漏洩試験方法に使用される第１の測定試験装置
の概略図である。
【図２】図１に示す第１の測定試験装置を用いた場合の被検査対象品の圧力変化を示すグ
ラフである。
【図３Ａ】図２に対応する第１の測定試験装置の動作に係るフローチャート（１）である
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。
【図３Ｂ】図２に対応する第１の測定試験装置の動作に係るフローチャート（２）である
。
【図４】本発明の容積測定方法及び気密・漏洩試験方法に使用される第２の測定試験装置
の概略図である。
【図５】本発明の容積測定方法及び気密・漏洩試験方法に使用される第３の測定試験装置
の概略図である。
【図６】図５に示す第３の測定試験装置を用いた場合の被検査対象品の圧力変化を示すグ
ラフである。
【図７Ａ】図６に対応する第３の測定試験装置の動作に係るフローチャート（１）である
。
【図７Ｂ】図６に対応する第３の測定試験装置の動作に係るフローチャート（２）である
。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明に係る容積測定方法及び気密・漏洩試験方法について詳細に説明する。
　まず、本発明の主な特徴として、被検査対象品の内部容積を測定する容積測定方法は、
次の工程を備えている。
（工程１）被検査対象品の内部を気密状態とし、被検査対象品の内部の圧力変化量Ａを測
定する気密状態圧力測定工程。
（工程２）被検査対象品の内部の気体を所定流量で連続的に排出しながら、被検査対象品
の内部の圧力変化量Ｂを測定する開放状態圧力測定工程。
（工程３）気密状態圧力測定工程で測定した圧力変化量Ａを用いて、開放状態圧力測定工
程で測定した圧力変化量Ｂを補正し、該補正した圧力変化量Ｃに基づき、被検査対象品の
内部容積を算出する容積算出工程。
【００２５】
　さらに、上記容積測定方法に引き続き、気密・漏洩試験方法では、次の工程を備えてい
る。
（工程４）工程３で得られた容積値に基づき、被検査対象品に係る気密・漏洩試験時間を
設定し、また、被検査対象品に係る気密・漏洩試験における温度補正または環境判定を行
うか否かを設定する工程。
（工程５）工程４で設定された試験条件で、気密・漏洩試験を行う工程。
【００２６】
　以下では、具体的な実施例を参考に詳細に説明する。
　図１は、本発明の容積測定方法や気密・漏洩試験方法に使用される第１の測定試験装置
の概略図である。測定試験装置は、圧力センサー部などを備え、容積測定や気密・漏洩試
験を行う本体部と、容積測定方法で使用する補助部から構成される。本体部や補助部の他
に、被検査対象品の内部を加圧するための加圧手段ＰＲが設けられる。加圧手段ＰＲとし
ては、例えば、電動式の加圧ポンプや、手動式の二連球などを用いることができる。
【００２７】
　本体部には、被検査対象品の内部の圧力を計測する圧力センサー部と、該圧力センサー
部からの検出信号に基づき、圧力変化をモニタし、必要な圧力変化量を算出する演算処理
部が備えられている。演算処理部で行った情報処理の結果は表示部や不図示の印刷手段に
よって、出力される。必要に応じ、測定や試験が終了したことや異常状態等を知らせるブ
ザーを設けることも可能である。演算処理部には、容積測定や気密・漏洩試験に関する手
順が予めプログラムされており、使用者が開始釦を押すことで、一連の測定及び試験作業
が自動的に開始される。当然、特定の測定や試験のみを選択的に実施するように構成する
ことも可能である。本体部としては、電気式ダイヤフラム式自記圧力計が好適である。加
圧手段ＰＲは本体部に接続され、バルブＶ２を介して被検査対象品を加圧する。加圧手段
ＰＲの接続位置は、本体部に限定されるものではなく、本体部と被検査対象品との間を繋
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ぐパイプに、Ｔ字管を介在させ、バルブＶ２に対応する別のバルブを介して接続すること
も可能である。
【００２８】
　本体部と被検査対象品との間には、容積測定のための補助部が設けられる。補助部の構
成としては、被検査対象品の内部から気体を排出するための構成が設けられ、Ｔ字状の配
管を備えたマニホールド、バルブＶ１、そして、オリフィスが接続される。オリフィスに
は、予め単位時間当たりの流量が既知のものが使用される。また、オリフィスから排出さ
れる気体が、ＬＰガスなどの可燃性ガスや有毒なガスである場合には、図４の第２の測定
試験装置に示すように、ガス吸着材を備えた基準ガス吸着容器を用いることが可能である
。ただし、オリフィスから排出される気体の流れを妨げないようガス吸着材を配置するこ
とが必要である。また、ガス吸着材側の圧力を圧力センサーＰＳ２で測定し、オリフィス
から流出する流量をより正確に算出することも可能である。
【００２９】
　さらに、図５の第３の測定試験装置に示すように、補助部のオリフィスに替えて、基準
ガス燃焼器を用いることも可能である。この場合には、基準ガス燃焼器で消費される気体
の単位時間当たりの流量が、予め既知であることが必要である。
【００３０】
　図２は、図１の第１の測定試験装置を使用して、被検査対象品の内部の圧力変化を調べ
たグラフの一例である。また、当該グラフを得るにあたって行った処理フローを、図３Ａ
及び図３Ｂに示している。
【００３１】
　まず、容積測定方法について詳細に説明する。測定を開始すると、被検査対象品の内部
は大気圧と同じ状態に設定され、バルブＶ１及びＶ２が閉じられる。所定の時間（安定状
態）が経過後、温度影響を測定する。温度影響の測定には、特許文献３に開示されるよう
な既知の方法が採用できる。この温度影響（温度影響計測１）は、単位時間当たりの圧力
変化（ΔＴＰ１）として表される。
【００３２】
　次に、加圧手段ＰＲを使用し、被検査対象品を加圧し、所定の圧力状態に設定する。こ
の際には、バルブＶ１は閉じた状態であり、バルブＶ２のみ開放される。加圧直後の過渡
的応答状態が解消するまでの安定期間を設け、その後、時刻ｔ０からｔ１に、上記工程１
に対応する気密状態圧力測定工程を行う。これは、被検査対象品の内部を加圧状態（外部
の気圧より内部気圧が高い状態）かつ気密状態（バルブＶ１，Ｖ２を閉じた状態）とし、
被検査対象品の内部の圧力変化量Ａを測定する工程である。
【００３３】
　この工程１により、被検査対象品に生じている亀裂等からの漏れや、被検査対象品が置
かれている環境による温度変化の影響で、被検査対象品の内部の圧力Ｐがどのように変化
しているかを調べることが可能である。工程１（時刻ｔ０～ｔ１）における圧力変化が一
定(直線的）である場合には、圧力変化量Ａは、以下の式で求めることができる。
　圧力変化量Ａ＝ｄＰ／ｄｔ＝（Ｐ１－Ｐ０）／（ｔ１－ｔ０）
　ここで、Ｐ０，Ｐ１は時刻ｔ０，ｔ１における被検査対象品の内部圧力である。
【００３４】
　次に、上記工程２である開放状態圧力測定工程を時刻ｔ１～ｔ２で行う。具体的には、
バルブＶ１を開放し、オリフィスから被検査対象品の内部の気体を所定流量（単位時間当
たりの流出量）で排出し、被検査対象品の内部の圧力の変化を圧力センサー部で測定する
。工程２で測定される圧力変化量Ｂは、工程１で考慮した、漏れや温度変化の影響に加え
、オリフィスによる気体の排出の影響を含んでいる。圧力変化量Ｂは、次の式で表現でき
る。
　圧力変化量Ｂ＝ΔＰ２／Δｔ＝（Ｐ２－Ｐ１）／（ｔ２－ｔ１）
　ここで、ΔＰ２はＰ２－Ｐ１であり、計測時間ΔｔはＰ２－Ｐ１である。
【００３５】
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　次に、工程３では、工程１の圧力変化量Ａと工程２の圧力変化量Ｂとを用いて、被検査
対象品の内部容積を算出する。第１に、工程２の圧力変化量Ｂの中から、被検査対象品の
漏れや温度変化の影響を除去する。
　具体的には、圧力変化量Ｂ－圧力変化量Ａにより、漏れや温度変化の影響を受けない圧
力変化量Ｃを得ることができる。
　圧力変化量Ｃ＝ΔＰ／Δｔ＝（ΔＰ２－ΔＰ２’）／Δｔ
　ただし、ΔＰ２’＝ｄＰ／ｄｔ×（ｔ２－ｔ１）であり、工程２の時間（時刻ｔ１～ｔ
２）における漏れや温度変化による圧力の変化量を示す。
【００３６】
　さらに、被検査対象品の内部容積Ｖは、次式で算出される。
　Ｖ＝Ｑ×Ｐｘ×（Δｔ／ΔＰ）
　ここで、Ｑはオリフィスの既知の流量特性（単位ｍＬ／ｓ）である。また、Ｐｘは大気
圧であり、実際に測定した外部気圧を代入しても良いが、予めＰｘ＝１．０１３２５×１
０５[Ｐａ]を代入しても良い。
【００３７】
　なお、上述したオリフィスの流量特性は、内部の圧力変化に関わらず一定とした。しか
しながら、仮に、内部圧力や外部圧力でオリフィスの流量特性が変化する場合には、内部
圧力変化を考慮して、常に変化するオリフィスからの排出流量を算出し、それを測定期間
（ｔ１～ｔ２）内で積分することで、上記内部容積Ｖを求めることも可能である。さらに
、上記のオリフィスの流量特性Ｑを測定期間内の平均値で代替することも可能である。
【００３８】
　工程３での計算は、図１の本体部の演算処理部で行われ、内部容積が算出される。図２
の時刻ｔ２からは、気密・漏洩試験に移る。図３Ｂに示すように、算出した内部容積の数
値に応じて、試験条件が設定される。内部容積に応じて設定された試験条件を、表４及び
５に示す。
【００３９】
【表４】

【００４０】
【表５】

【００４１】
　例えば、容積Ｖが１０Ｌ以下である場合には、気密試験か漏洩試験かを否かを訊ね（あ
るいは試験開始前に操作入力された情報（気密試験又は漏洩試験）に基づき）、漏洩試験
である場合には、試験時間は２分に設定され、試験終了後の温度影響の計測（温度影響計
測２。表５の温度補正に「前」のみが記載されており、これは試験前の温度影響計測のみ
を行うことを意味している。）は行われない。試験条件が設定された後は、時刻ｔ２でバ
ルブＶ１が閉じられ、試験が開始される。特許文献３にも示すように、ｔ２から２分間の
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漏れ量の検出が行われる。そして、漏れ量の検出が終了した後に、バルブＶ２が開放され
、被検査対象品の内部の気体が排出される。その後、上述した温度影響計測１で求めた単
位時間当たりの圧力変化（ΔＴＰ１）を用いて、漏れ量の温度補正が行われ、試験結果が
表示又は出力される。
【００４２】
　仮に、容積Ｖが１０Ｌ以下で、漏洩試験でない場合には、試験時間を２分にセットし、
温度影響計測２を用いた温度補正を行う、気密試験が設定される（表４参照）。この場合
は、上記の漏洩試験と異なり、被検査対象品の内部の気体を排出して、内部の気圧を外部
の気圧と同じ状態にする。その後、過渡的な現象が落ち着くまでの安定期間を設け、温度
影響（温度影響計測２）による圧力変化（ΔＴＰ２）を計測する。そして、温度影響計測
２のみの値、又は温度影響計測１と２との平均値を利用して、気密試験に係る漏れ量の温
度補正を行う。
【００４３】
　なお、図３Ｂの他のフローチャート部分の見方は、上記説明から容易に理解できるため
、これ以上の説明は省略する。ただし、容積Ｖが５０Ｌを超える場合には、試験を開始す
る前に、温度影響計測１の結果（ΔＴＰ１）を、環境判定値として本体部に表示する。こ
の結果を見た操作者は、例えば、ΔＴＰ１の絶対値が所定のレベルより大きい場合は、温
度変化が急激するとして、試験の中止を判断する。当然、試験を行うか否かの判断を演算
処理部で自動的に判定するよう構成することも可能である。
【００４４】
　次に、図５の第２の測定試験装置を用いた容積測定方法及び気密・漏洩試験方法につい
て説明する。被検査対象品の内部に既にＬＰガス等が充填されている場合には、補助部か
らのパイプを被検査対象品に接続するだけで、図６及び図７Ａに示すように、加圧手段Ｐ
Ｒを動作させることなく、容積測定の工程を開始することができる。ただし、内部の圧力
が測定に適した圧力より低い場合には、加圧手段ＰＲを用いて適宜、所定の圧力に加圧す
ることが可能である。
【００４５】
　被検査対象品に測定用パイプを接続した後、圧力変化の過渡的現象が安定するまで待ち
、時刻ｔ０より工程１（時刻ｔ０～ｔ１）の気密状態圧力測定工程を開始する。工程１の
内容は、図１乃至３を用いて説明したものと同様である。次に、時刻ｔ１より、図５のバ
ルブＶ１を開放し、基準ガス燃焼器により被検査対象品の内部から排出される気体を燃焼
させる。この時刻ｔ１～ｔ２の工程が、上記工程２の開放状態圧力測定工程となる。
【００４６】
　この基準ガス燃焼器を動作させると、気体が所定の流量で排出されたのと同様の効果を
奏することができる。つまり、上述したオリフィス流量特性Ｑ［ｍＬ／ｓ］と同様に、基
準ガス燃焼器のガス燃焼特性Ｑ［ｍＬ／ｓ］が得られる。このため、図１乃至３で説明し
た場合と同様に、工程３の容積算出を行うことが可能である。具体的には、次式で容積Ｖ
が得られる。ただし、このＱは、ガス燃焼特性である。
　Ｖ＝Ｑ×Ｐｘ×（Δｔ／ΔＰ）
【００４７】
　次に、時刻ｔ２からは、引き続き基準ガス燃焼器を動作させ、被検査対象品の内部に残
ったガスを燃焼させる。その後、バルブＶ１を閉じ、大気圧近傍まで圧力が低下したこと
（残ガスが無いこと）を確認してバルブＶ２を開放する。
【００４８】
　図６及び図７Ｂでの漏洩試験では、特許文献３にも示すように、被検査対象品の内部が
大気圧と同じにした状態で、バルブＶ１及びＶ２を閉じ、温度影響計測１（ΔＴＰ１）を
行う。次に、加圧手段ＰＲを動作し、バルブＶ２を開放して、被検査対象品の内部を所定
圧力に加熱し、加圧手段を止めると共にバルブＶ２を閉じる。過渡的現象が落ち着くまで
安定期間を置き、その後、漏洩試験を行う。試験が終了した後は、被検査対象品の内部の
気体を排出し試験を終了するか、必要に応じて、試験終了後の温度影響計測２（ΔＴＰ２
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【００４９】
　図７Ｂにおける試験条件の設定は、図３Ｂで説明したのと同様に、測定した容積Ｖの値
により、気密・漏洩試験の時間や、温度影響計測２を利用するか否かの判断を行う（具体
的な試験条件の設定については、表４および表５参照）。また、温度環境計測１の結果を
表示して、操作者に引き続き試験を行うか否かを判断させることについても、図３Ｂの説
明と同様である。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　以上説明したように、本発明によれば、被検査対象品に漏れがある場合や測定環境の温
度変化がある場合でも、被検査対象品の容積を正確に測定可能であり、かつ、小型・安価
な構成で屋外等での使用に適した容積測定方法とそれを用いた気密・漏洩試験方法を提供
することが可能になる。
【符号の説明】
【００５１】
ＰＲ　加圧手段
Ｖ１，Ｖ２　バルブ
ＰＳ１，ＰＳ２　圧力センサー

【図１】 【図２】
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【図４】 【図５】
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【図７Ｂ】
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