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【techno-news】———No.TN-1210011

 

 
 

(株)技術開発総合研究所は、「（有）アルト アソシエイツ｛新潟県長岡市 代表取締役 高橋 芳昭 ｝」様と

共同開発した——腐食性流体の圧力を計測する「隔膜式圧力計」に付いて、日本特許【特許第 4468996
号】に続いて、韓国特許【特許第 2008-0096552 号】を取得しました。 

 「(株)技術開発総合研究所」開発の、『隔膜式圧力計』の 

「構造的特徴」は、以下の通りです。 

 

①計測部（＝下部）ハウジングに、標準材質 

として、テフロン（ＰＴＦＥ）を基本に、 

計測圧力や温度、計測流体に合わせて、Ｐ 

ＰＳ（ポリフェニレン・サルファイド）樹 

脂やＰＡＩ（ポリアミド・イミド）樹脂で 

構成し、多様な流体圧力計測に対応可能 

としています。 

②受圧膜には、標準材質として、耐蝕性に 

優れる「テフロン（ＰＴＦＥ）」を使用し 

ています。【註】取得特許技術では、サン 

ドウイッチ構造の受圧膜で気体漏洩防止を 

図る技術を有しますが、現在の所、商品化 

が遅れております。 

③圧力媒体には、酸・アルカリ流体に無反応 

な「ダフニー・オイル」を標準に、食品 

関係の場合は「シリコーン・オイル」を 

採用しています。 

④上部ハウジングは、非接液部のため、硬度 

の有る安価材料を基本として、“計測環境に 

優れた材料を使用しております。標準材料 

として、「ジュラネックス（ＰＢＴ樹脂）」 

を採用しております。また、高温計測の場 

合は、冷却構造の「Ａ５０５６Ｌ（アルミ 

ニウム）」を、高圧計測の場合は「フォトロ 

ン（ＰＰＳ樹脂）」や「ＴＩポリマー（Ｐ 

ＡＩ樹脂）等を使用しております。 

⑤上部ハウジングの連通孔は、複数個｛標準連通孔数＝７｝の細孔で構成され、計測圧力が過大圧力負荷 

されて密接保持された場合でも、受圧膜破損を生じない構造としております。 

⑥「隔膜式圧力ハウジング」に装備される「各種圧力計」は、経時変化により、性能（＝計測精度）低下 

を招く事が一般的です。「(株)技術開発総合研究所」の「隔膜式圧力ハウジング」は、半永久的使用を 

目的としており、装備の「各種圧力計」の交換や「下部ハウジング」の交換等々、総てが修理可能です。 

 
写真１ 韓国特許証 
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 「特許技術の特徴」の概要は、以下の通りです。 
 

（１）≪安全性≫受圧膜が最大変形した際に、それを保持する「上部ハウジング」の形状は、①カテナ 

リー曲線形状で、最少変形エネルギー｛＝撓み状態｝で受圧膜を保持します。更に、②圧力媒体が流 

出入する“圧力連通孔”は、複数個｛標準連通孔数＝７｝の細孔で構成され、計測圧力が過大圧力負荷 

された場合でも、受圧膜破損を生じない、フェイル・セーフ構造で、受圧膜を保持します。 

（２）≪小型化≫O－リング・レスで、コンタミ領域の少ない構造の実現——①上下ハウジングの材質 

硬度を変える｛硬い材料と柔らかい材料｝事により、両者のＶ字形状の“溝”で、②塑性変形し易い 

“テフロン製「受圧膜」”を、上下にサンドイッチさせて締結する事より、漏れのない確実なシールを 

実現し、更には、コンタミ領域の低減と、隔膜式圧力計の小型化を実現しています。 

（４）≪計測精度≫予め、“紙風船”のように、受圧膜を、最大変形｛＝カテナリー曲線｝状態に塑性 

変形させています。この結果、“薄いゴム風船”を膨らませる場合は、圧力負荷が必要なのに対して、 

“紙風船”は、「空気を吹き込む」のみで膨らませると同様、「動作圧力≒ゼロ」での受圧膜移動を可能 

として、作動誤差を極めて小さくしています。即ち、『計測誤差≒ゼロ』を実現しています。 

（５）≪応答性能≫上記の「（１）及び（４）」の構造により、標準仕様として、例えば、応答性を重視 

する場合は、「≦１００(µm)」の受圧膜を、一般使用の場合は、「≧２００(µm)」の受圧膜を、自在構 

成して、最高の性能を発揮できるようにしています。 

（６）≪多種流体に対応≫計測部（＝下部ハウジング）の接液部材質を、例えば、①低圧計測（≦ 

１(MPa)）の場合は、耐食性に優れる——テフロン（ＰＴＦＥ）を、②高圧計測（≦５(MPa)）の場 

合は、適用液温≦２５０(℃)に応え、酸・アルカリ流体に対応した——ＴＩポリマー（ＰＡＩ樹脂） 

等での構成が可能です。また、圧力媒体には、酸・アルカリ流体に無反応で、～３００(℃)の環境下で 

も熱変性しない、長期安定に優れる「ダフニー・オイル」を標準として、食品関係の場合は、万々が 

一の漏洩の場合にも安心な、無公害の「シリコーン・オイル」を採用しています。一方、非接液部の 

上部ハウジング材料には、安価を基本に、その計測目的に沿って、③「ＰＢＴ樹脂｛標準｝」を、④高 

圧計測や高温計測の場合は、アルマイト処理「Ａ５０５６（アルミニウム）」等を、あるいは、⑤腐 

食環境に対応して、「ＰＰＳ樹脂」等を、最適構成しております。硬軟の硬度の「上下ハウジング」を 

用いて締結する技術が、特許範囲と成っています。｛ユーザー様の、あらゆるご要望に応えます｝ 

（７）≪脈動流対応≫特許請求項目では有りませんが、圧力変動の大きい｛＝脈動圧力が激しい｝圧 

力計測の場合、機械式圧力計である「ブルドン管式圧力計」をそのまま装着構成しますと、“ウオータ 

ー・ハンマー現象”により、「ブルドン管式圧力計」が損傷を受けてしまいます。このため、「(株)技 

術開発総合研究所」の「ブルドン管式——隔膜式圧力計」の場合、ご使用状況に応じて、ブルドン 

管式圧力計には、脈動抑制のための『脈取ロン』が装備されています。 

（８）≪価格・半永久使用≫、非接液部部も含めて、総ての構成材料を“テフロン（ＰＴＦＥ）” 

で構成する事は簡単ですが、①「テフロン」はクリープ特性が大きく変形し易いため、各種圧力セン 

サーを装着する「上部ハウジング」には、安価でありながら、機械的強度に優れる「ＰＢＴ樹脂」を 

標準材料として、高圧計測や高温計測の場合は、アルマイト処理「Ａ５０５６（アルミニウム）」等 

を用いて、価格低減と長期耐久使用を可能としています。②長期使用に置いて問題と成る事が、装着 

の「圧力センサー」の精度劣化や万一の場合の故障です。圧力センサー交換やメインテナンスを容易と 

するため、圧力媒体充填孔に連通して“ＯＮ／ＯＦＦ用のニードル弁”が構成されており、「(株)技 

術開発総合研究所」の「隔膜式ハウジング」は、半永久的使用が可能です。 
 

 

 

 

 上述の「構造的特徴」及び「特許技術の特徴」の特徴から明らかな如く、圧力計に求められる——あら

ゆるユーザー様のご要望を満たす構成が可能です。これまでに、納品させて戴いた各種形式の——『隔膜式圧
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力計』の一例を、ここにご紹介させて戴きます。「(株)技術開発総合研究所」は、ユーザー様のあらゆるご

要求に対応した機器を——“不可能を可能とする心”で、提供させて戴いております。 
 

（Ⅰ）≪各種計測範囲の――ブルドン管・隔膜式圧力計の提供≫  
隔膜式ハウジングに装備する——「ブルドン管式圧力計」の標準品が、これまでの「①０．４(MPa)／１．

５級」に加えて、「②０．６(MPa)／１．５級」が仲間に加わりました。 

ユーザー様からの「受注状態」に合わせて、「③１．０(MPa)／１．５級」も標準装備する予定ですが、そ

の他、ユーザー様のご要望に応じた——耐食性・ブルドン管式「隔膜式圧力計」を提供させて戴きます。 
 

表１ 提供可能――ブルドン管式「隔膜式圧力計」の構成 
 

項目 選択性能 備考欄 

表示外径 φ５０(mm)若しくは、φ６０(mm)｛その他、φ４０(mm)も可｝  

計測範囲 ①0-0.2、②0-0.4｛標準｝、③0-0.6、④0-1.0、⑤0-1.5(MPa) ≦５(MPa) 

単位表示 ①(kg/cm2)、②(MPa)、③(bar)、④(PSI)、⑤(MPa)&(PSI)  

外装材質 ＳＵＳ３０４  

計測精度 １．５級｛但し、隔膜式圧力計としての保証精度＝２．５級｝ 保証精度＝１．５級も可

≪注 意≫ 選択する製造会社により、装備する「ブルドン管式圧力計」仕様が異なりますので、ご容赦下さい。 
 

（Ⅱ）≪計測部の――各種の配管接続に対応します！！≫  
【計測部の配管形式】 標準品は、図１に示す如く、計測部取付配管形式が、「①Ｒｃ1/4（B）

（メネジ）」仕様ですが、ユーザー様のご要望に応えるために、特注仕様にて、図２に示す、「②Ｒ3/8（B）

（オネジ）」仕様や、図３に示す「③ＪＩＳ１０Ｋ-２０（Ａ）（フランジ）」仕様等も提供させて戴きます。 

≪注 意≫テフロンの場合は、機械的強度に劣り、クリープ特性も大きいため、面シールのフランジの

場合、そのままのボルト締結は、端面漏れを生じる場合が有ります。このため、ＳＵＳ３０４製の“パワー・

ワッシャ”も用意されて居りますので、併用してご使用される事を推奨します。 

何れの形式も、接液部材質は「テフロン（ＰＴＦＥ）」ですが、高圧計測等の場合は、適用流体によっては、

ＰＡＩ樹脂等、他の最適な樹脂材料で対応させて戴きます。「(株)技術開発総合研究所」の基本は、ユーザ

ー様に“世界最高の——最適な隔膜式圧力計を提供する”事に有りますので、何でもご相談下さい。 
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写真１ 

 

図１ Rｃ１/４(B)仕様［標準］――「隔膜式圧力計」 
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写真２ 
 

図２ R3/8(B)対応――「隔膜式圧力センサー」 
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写真３ 
 

番号 部品名称 材質 備考欄 

① ブルドン管式圧力計 ＳＵＳ３０４  

② 上部ハウジング ＰＢＴ樹脂 非接液部≪材質変更可≫ 

③ ワッシャ ＳＵＳ３０４ 非接液部≪材質変更可≫ 

④ 取付（下部）ハウジング テフロン 接液部 

⑤ 充填孔留めネジ ＳＵＳ３０４ 非接液部≪材質変更可≫ 

⑥ 締結ボルト ＳＵＳ３０４ 非接液部≪材質変更可≫ 

 受圧膜 テフロン 接液部 

 圧力媒体 ダフニー・オイル 非接液部≪シリコーン・オイル変更可≫ 

 脈取ロン（オリフィス） 真鍮 非接液部 

≪注 意≫「ブルドン管式圧力計」は、常に、最適仕様を装備しますので、変更される事が有ります。 
 

図３ ＪＩＳ１０Ｋフランジ仕様——「隔膜式圧力センサー」 
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【装着圧力センサーの配管形式】 

また、圧力センサーを接続する「上部ハウジング」の“接続配管形式”の標準は、「Ｒｃ1/4（B）仕様」

ですが、写真４に示すように、Ｒ３／８ネジ仕様の圧力センサーも装備させる事が可能です。 

即ち、「≦５(MPa)」の圧力範囲、「≦

２００(℃)」の温度範囲であれば、ユー

ザー様のご要望に応じて、各種圧力セン

サーを自由に構成する事が可能です。 

このように、ユーザー様の、様々なご

要求に対応が可能な点が、当該——「隔

膜式圧力ハウジング」の特許技

術の特徴ですので、是非、ご用命下

さい。 

なお、応答性能は低下しますが、超高

精度をご希望の場合は、受圧膜外径を、

例えば、２倍に構成して、「≦±０．１

（%）FS」誤差仕様も可能とします！！  

また、圧力伝達媒体による重力影響を

最小とする対応も行います。 
 

（Ⅲ）≪超安価――各種電気式圧力センサーとの構成≫ 
計測現場での目視が困難な場合や、計測管理箇所が多く、集中管理する場合は、『アナログ電圧出力仕様の

——耐蝕性・隔膜式圧力計』の使用が適切です。 

「(株)技術開発総合研究所」では、「ブルドン管式圧力計」仕様と同程度の超安価で、『アナロ

グ電圧出力仕様の——耐蝕性・隔膜式圧力計』を提供します！！ 

表２にその概要を、また、後述の、写真５に構成例を示しますが、『（１）(mV)出力』の、電

気式——「隔膜式圧力センサー」の場合、提供可能な計測圧力レンジは、①３４(kPa)FS、②１００(kPa)FS、

③２００(kPa)FS、④７００(kPa)FS 等で、計測精度として、「±０．５(%)ＦＳ｛再現性（ヒステリシス）｝」

程度での計測が可能です。また、『（２）(V)出力』の電気式の場合は、①４０(kPa)FS、②１００(kPa)FS、

③２００(kPa)FS、④７００(kPa)FS、⑤１(MPa)FS、⑥３(MPa)FS 等、と成ります。 

「(株)技術開発総合研究所」では、これら各種の「アナログ電圧出力仕様」に対応した——各種の「デジ

タル表示計」や、８(CH)～６４(CH)一体表示・観測用の「多点——デジタル表示計」も用意しております。 
  

表２ 提供可能――超安価「電気式——隔膜式圧力計」の構成例 
 

項目 選択性能 備考欄 

対応計測

圧力範囲 

①３４(kPa)FS、②１００(kPa)FS、③２００(kPa)FS、④７

００(kPa)FS、⑤１(MPa)FS、⑥３(MPa)FS 等、各種。 

 

計測精度 ±０．５(%)ＦＳ｛再現性（ヒステリシス）｝ 更に向上させる事も可 

応答性 １００(msec)程度 更に向上させる事も可 

価格 「ブルドン管式圧力計」仕様と同程度  

安定性 ±０．５(%)ＦＳ／年  

信号出力 ～５０(mV)DC  

電源電圧 （１０）～１２～（１６）(V)DC  

環境温度 —５０～８５(℃)  

保存温度 —５５～１００(℃)  
 

 
 

写真４ 精密—耐蝕電気式圧力計 
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 写真５に、「長野計器（株）」製の“電池式デジタル圧力計”を、また、写真６には、

同じく、「長野計器（株）」製の“上下限出力機能付——電気式デジタル圧力計”を装備させた例

を示す。提供可能な計測圧力レンジは、①「－０．１～０．５(MPa)FS」、②「０～０．５(MPa)FS」、③２

「－０．１～２．０(MPa)FS」等で、計測精度として、「±１(%)ＦＳ｛再現性（ヒステリシス）｝」程度での

計測が可能です。これらの各計測圧力形式に付いては、『テフロン製隔膜式圧力計——カタログ』をご

参照下さい。 
 

 

 
 

 

 
 

写真５ 電池式——デジタル圧力計 写真６ 上下限出力付——デジタル圧力計
 

（Ⅳ）≪高精度――各種電気式圧力センサーとの構成≫ 
「(株)技術開発総合研究所」の目的は、「ユーザー様の不

可能と考える事を、可能にする」事です。 

即ち、「最高の性能の商品を提供する」基本姿勢から、１

個単位から、“ユーザー様のご希望”に応えるように努めて

います。 

 写真７は、防爆仕様——耐食隔膜式圧力計（デ

ジタル表示、アナログ電圧出力）の外観写真を示したもので

す。写真７の構成では、①接液部材質が「テフロン」製

の——Ｒ3/8（B）ネジ仕様で、そこに、ＪＩＳ—１０Ｋ仕

様のフランジが装着されています。②面シールの場合、漏洩

防止のためには、均等にボルト締結を行う必要が有ります。

しかし、テフロンは、“クリープ特性”が大きいため、ボル

ト部分に応力集中が掛かり、長期確実性を担保出来ません。

このため、写真７の例では、フランジ用『パワー・ワ

ッシャ』が装備されています。 

 この例では、適用する「防爆仕様圧力センサー」の外径寸

法が大きい事と重量も若干重いため、上部（圧力センサー取

付）ハウジングが、樹脂製の場合、締結部のネジが容易に回

転するため、『冷却機能付――アルマイト処理のアルミ

ニウム』製ハウジングが用いられております。 

 材質として「アルミニウム」を選んだ理由は、「上部ハウ

ジング」は非接液部材質のため、耐食性の問題はない事が有

 
 

①各種——防爆圧力センサー 

②冷却機能付—アルミニウム製ハウジング 

③均質締結のための「パワー・ワッシャ」 
 

写真７ 防爆仕様外観 
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ります。即ち、アルミニウムが放熱に優れている事から、その特徴を活かして、圧力センサー接続部に“冷却

フィン”構造を設けて、高温流体への対応を目的としています。 

  「(株)技術開発総合研究所」の隔膜式ハウジングは、日本古来の“紙風船”の如く、受圧膜の撓み由来

の作動誤差を生じないため、写真８に示す、各種の、精密圧力計——を装備させて、高精度の各

種圧力（ゲージ圧力、絶対圧力、真空圧力）計測を可能とします。装備する「圧力センサー」に関しては、ユ

ーザー様のご要望｛価格、計測内容、計測精度等｝

を伺い、最適な圧力センサーを選定させて戴きます。 
 

≪注 意≫ 

受圧膜の作動による誤差は、ほぼ、ゼロですが、

充填されている「圧力媒体液」の重力影響は受け

ます。このため、①ゲージ圧力計測の場合は、設

置状態で、「強制ゼロ」させる必要が有ります。ま

た、②絶対圧力計測の場合は、水平取付あるいは、

補正を行う必要が有ります。 

更には、小型化を図り、充填されている圧力媒

体量を削減し、重力影響を小さくする事にも、対

応します！！ 
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図４ 耐食――高温・蒸気「隔膜式―圧力センサー」 
 

 

（Ⅴ）≪高温（蒸気）用――「隔膜式圧力センサー」の提供≫ 
 １００(℃)を越える流体｛【註】現在は、液体圧力や蒸気圧力のみ整備｝の圧力計測は、高価な圧力セ

ンサーを使用する必要が有ります。「(株)技術開発総合研究所」の「隔膜式圧力センサー」は、受圧膜上下

のハウジング材質を、写真５に示すように、最適選定する事により、市販の安価で高精度の圧力センサー 

を用いつつ、「①高圧・耐食圧力センサー｛構成材質；ＰＴＦE、ＰＰＳ樹脂／ＰＥＥK 樹脂／ＴＩ樹脂／テフロ

 
 

写真８ 高圧対応の外観写真 

冷却フィン 

各種圧力計 

機械的強度・耐食性に優れ

る「ＰＡＩ樹脂」を適用！

「標準材質」は、

アルマイト処理—

—アルミニウムで

すが、SUS304、

あるいは、チタン

での製造も可！！ 
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ン・コートＳＵＳ等｝」、「②高温・蒸気用圧力センサー｛構成材質；上部ハウジング＝アルミニウム、受圧膜＝Ｐ

ＴＦE、下部ハウジング＝ＰＴＦＥ樹脂、ＰＰＳ樹脂／ＰＥＥK 樹脂／ＴＩ樹脂／テフロン・コートＳＵＳ等｝」は、市販

の各種圧力センサー｛絶対圧力、ゲージ圧力、差圧｝を用いて「≦２００(℃)」の流体の高温計測する事

を可能とします。一例として、ポリアミド・イミド（ＰＡＩ）樹脂は、耐熱温度が「２７５(℃)前後」と高い

耐熱性を持つ材料です。また機械的性質についても、高温下でも耐摩耗性や摺動特性が維持され、線膨張係数

も小さいことから寸法安定性にも優れます。クリープ特性については、金属材料にも似た特性を持っています。 
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写真９ 
図５ 耐食・高温（蒸気）「隔膜式―電気圧力センサー」 

 

 

表３ 超安価――高温（蒸気）圧力センサー構成材料例 
 

番号 部品名称 材質 備考欄 

① 電気式圧力センサー —————— ブルドン管式圧力計 

② 上部ハウジング アルマイト処理—アルミニウム 非接液部≪材質変更可≫ 

③ 締結ボルト ＳＵＳ３０４ 非接液部≪材質変更可≫ 

④ 取付（下部）ハウジング テフロン 接液部 

⑤ 充填孔留めネジ ＳＵＳ３０４ 非接液部≪材質変更可≫ 

⑥ 受圧膜 テフロン（ＰＴＦＥ） 接液部 

⑦ 対流防止管 ＳＵＳ３１６ 非接液部 

 圧力媒体 ダフニー・オイル 非接液部≪シリコーン・オイル変更可≫

 脈取ロン（オリフィス） 真鍮 非接液部 

≪注 意≫「ブルドン管式圧力計」は、常に、最適仕様を装備しますので、変更される事が有ります。 
 

対流防止管 

冷却フィン 

計測対象流体

の「温度」によ

って、“対流防

止 管 ” の 長 さ

が変更と成り

ます。 

圧力センサー 

超安価 
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また、耐薬品性については、酸やアルカリ流体にも、高い耐性を持ち、溶剤、塩素化、フッ素化炭化水素に

も侵されません。 

標準——『圧力媒体』の“ダフニー・オイル”は、酸・アルカリ流体とは、無反応で、高温時の熱変性も

生じません。テフロン製受圧膜を介して伝えられる“熱”は、“ダフニー・オイル”に伝えられ、アルミニ

ウム製の「上部ハウジング」から、放熱され、装備の「圧力センサー」の温度ドリフトを抑制します。 

更には、必要に応じて、「隔膜式ハウジング」と「圧力センサー」との間には、ＳＵＳ３１６製の“対流防

止管”が接続されます。 

『熱伝達』の基本メカニズムは、“①対流と②熱伝導”に拠りますが、細管構造とする事で『①対

流』を抑制し、当該“対流防止管”を一定の長さとする事で、ＳＵＳ３１６製外皮からの放熱を促し、「圧力

センサー」への熱伝導は完全に抑制されます。 

上述のメカニズムの結果、「(株)技術開発総合研究所」の「隔膜式圧力センサー」は、高温の腐食

性流体の圧力計測に応える事が可能です。 
 
 

 

 
 

 

写真 10 
 

項目 選択性能 備考欄 

対応計測

圧力範囲 

①７(kPa)FS、②３０(kPa)FS、③１００(kPa)FS、④２００

(kPa)FS、⑤７００(kPa)FS 等、各種。 

 

計測精度 ±０．５(%)ＦＳ｛再現性（ヒステリシス）｝ 更に向上させる事も可 

応答性 １００(msec)程度 更に向上させる事も可 

価格 超安価  

安定性 ±０．５(%)ＦＳ／年  

信号出力 ～５０(mV)DC  

電源電圧 （１０）～１２～（１６）(V)DC  

環境温度 —５０～８５(℃)  

保存温度 —５５～１００(℃)  

≪注 意≫「高温仕様」は、「差圧センサー」と「ハウジング」の間に、“対流防止管”が構成されます。 
 

図６ 腐食・高温流体――隔膜式「差圧センサー」 
 

 

連接ワッシャ
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（Ⅵ）≪“腐食・高温流体”——隔膜式—「差圧センサー」≫ 
 

「(株)技術開発総合研究所」では、図６に示す、２台の「隔膜式ハウジング」を、「連接ワッシャ」で

一体構成させた——『耐食・高温——テフロン製・差圧センサー』を開発し、腐食性

流体や高温流体の差圧計測を、安価に可能とさせます。 

標準仕様の——「ハネウル（株）」製の、超安価・高精度の『(mV)出力の差圧センサー』を用いた例では、

計測差圧範囲は、①「０～±７(kPa)」、②「０～±３０(kPa)」、③「０～±１００(kPa)」等々が用意され

ておます。これを用いて、凡そ、“≦２００(℃)”の高温状態での腐食性流体の流量計測をも、可能とし

ます。 

図６に示す、写真の構成例は、「≦６０(℃)」程度の温度範囲での、腐食性流体対応の“差圧センサー”

を示したものですが、高温の腐食性流体の場合は、図５に示すように、“対流防止管”が装備され、差圧

センサー部への熱伝達が防止され、温度の影響を受けない——高精度の計測を可能とします。 

なお、高温流体による“圧力媒体の温度膨張”は、受圧膜の変異により吸収され、ゼロ点移動が抑止され、

温度影響を受けません。 
 

（Ⅶ）≪腐食・高温流体——隔膜式—「レベルセンサー」≫ 
上述の図６に示す「耐蝕——隔膜式差圧センサー」の差圧計測

部を、タンク側面に構成する事により、腐食性流体や高温流体の、

“タンク内液面レベル”を、安価計測可能です。 

標準仕様品は、①「０～５０(mmHg)｛≒０．７(m)｝、②「０

～３００(mmHg)｛≒４(m)｝、③「０～１０００(mmHg)｛≒１

４(m)｝等々ですが、他のご要望にもお応えします。 

なお、高温の腐食性流体の場合は、図５に示すように、“対流

防止管”が装備されます。 

当該「レベルセンサー」の信号出力(mV)を、例えば、写真

11 に示す、「(株)技術開発総合研究所」のアナログ電圧入力仕

様のデジタル表示計に接続して、瞬時計測が行われます。 

≪注 意≫「レベル計測」には、流体密度が必要ですので、注意して下さい。なお、流体温度が変化

する場合は、温度センサーの使用により、温度補正も可能ですので、ご相談下さい！！ 
 

（Ⅷ）≪半永久使用が可能な—隔膜式圧力計「耐久向上部品」≫ 
 「(株)技術開発総合研究所」の——隔膜式圧力計は、 

消耗品である——装備の「圧力センサー」の交換により、

半永久的なご使用が可能です。 

ブルドン管式圧力計が一体構成の——隔膜式圧力計が市

販されて居りますが、故障した場合、全交換と成り、高い維

持費を必要とします。 

“半永久的使用”の場合に問題と成る事が、計測部に接続

する——下部ハウジング材質が、クリープ特性を有する“テ

フロン（ＰＴＦＥ）樹脂”のため、長期ご使用時に、（イ）

配管部ネジの緩みによる“漏洩”や、（ロ）受圧膜をサンド

イッチ構造で締結している——下部ハウジングの締結ボル

ト部の“撓み”による漏洩が懸念されます。 

市販開始から現在に至る、約１０年間、当該部分で、これ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
写真 11 ADG-300 型表示計 

 

 

 
 

写真７ オプション部品 
 

 

パワー・ワッシャ 

パワー・リング 
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まで、予測される、上記懸念のトラブル発生は、一度も経験しておりません。 

しかし、“フェイル・セーフ”の観点で、万全を期したい場合は、写真７に示す「①パワー・

ワッシャ」や「②パワー・リング」が用意されて居りますので、是非、ご用命下さい。 

殊に、「≧１(MPa)」の圧力でのご使用や、計測部位への着脱回数が多い場合は、装着される事を推奨しま

す。 

なお、トラブル発生した場合は、ご購入後、１年間は、無償修理をさせて戴き、また、それ以降は、有償で

すが、半永久的に、安価に修理をさせて戴き、ご購入当初の性能を担保した上で、納品させて戴きます。 
 

「(株)技術開発総合研究所」の開発商品は、『生産物賠償責任保険(あいおい損害保険(株))』により、

１９９４年以来、責任保証されております。
 

 

 

「(株)技術開発総合研究所」の基本は、ユーザー様のご要望を満たす——各種機器のご提供に有ります。 

この「テクノ・ニュース（@techno-news.com）」には、これまで、各社に納品させて戴いた——テフロン

製耐蝕「隔膜式圧力計」の例を記述させて戴きましたが、“圧力計測”領域において、『不可能を可能

に変える！！』事を基本に、対応させて戴きますので、是非、ご相談下さい。 

≪注 意≫「圧力センサー製造会社」ではないため、“圧力センサーそのもの”の開発は不可ですが、

コンビネーション＆システム技術で、計測の壁を越えさせて戴きます！！ 

 

『隔膜式圧力センサー〔特許第 4468996号〕』は、 

「（有）アルトアソシエイツ〔代表取締役社長 高橋 芳昭〕〔新潟県長岡市〕」と、 

「（株）技術開発総合研究所」の共同開発——商品です。
 

→→→→気体（風速、風向）の“多点計測（微差圧、高差圧、ゲージ圧力）”には、１６(CH/台)構成で、 

１(m/sec)応答で応える——小型・高精度の『マルチ圧力センサー』をご用命下さい！！ 
 

【記述責任者】 本望 行雄——「y-hommoh@techno-news.com」 
 

【研究・開発・販売】(株)技術開発総合研究所®             
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E-mail；staff@techno-direct.com〔y-hommoh@advanced-sensors.com〕

〔Main E-mail；y-hommoh@advanced-techno-future.com〕

 
「隔膜式圧力センサー」に関する【詳細】は、カタログをご参照下さい。 

（１）ホームページでのダウン・ロード→→→→〔http://www.advanced-techno-future.com〕

（２）カタログ請求先→→→→→→→→→→→→〔staff@techno-direct.com〕 

 

 

 

 


