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【techno-news 】―――No.TN-1905251

多点“差圧”配管――「ニューマチック・コネクター」の――

“チューブ”配管問題

背景――“「ニューマチック・コネクター」の圧力導管”に付いて、問題指摘を戴いたため、

ここに、問題が全く存在しない事を説明しました。

機 器 保 証

（１）「(株)技術開発総合研究所」の、１６(CH/Unite)多点配管技術――「ニューマチック・コネクター」

は、２０年―性能保証品〔ユーザー責任による破損、材料劣化(Ｏ―リング)等の経時劣化を除く〕です。

（２）「ニューマチック・コネクター」等の「(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（あいおいニッセイ同和損保(株)）≫により、責任保証（１９９４年以来）されております。

【背景技術】 「(株)技術開発総合研究所」の開発商品―各種形式の「差圧センサー」を“１６

(CH/Unite)構成”した『マルチ圧力センサー (@マルチ圧力センサー.com)』を有効利用するために考案

したものが、「ニューマチック・コネクター」です。

即ち、（１）『マルチ圧力センサー』を構成する――「差圧センサー」の樹脂製圧力導管に、チューブ配管

の着脱を頻繁に行うと、折損事故を生じる例が有りました。

このようなトラブルを防止しつつ、（２）簡単且つ迅速に、「１６(CH/Unite)」の「差圧センサー」を切り替

え、“１(台)”の『マルチ圧力センサー』で、複数個所の圧力計測するための配管技術が、「ニューマチッ

ク・コネクター」です。

この結果、「差圧センサー」の圧力導管の折損トラブルが解消されました。

１６(CH/Unite)「差圧センサー」構成 「ＳＵＳ３０４／Ａ５０５６」製 「ＳＵＳ３０４／ＰＶＣ樹脂」製

『マルチ圧力センサー』 「ニューマチック・コネクター」

写真１ 『マルチ圧力センサー』＆「ニューマチック・コネクター」

【基本設計】 「ニューマチック・コネクター」の基本設計を、表１に示す。『マルチ圧力

センサー』装備の「差圧センサー」状況より、①計測最大差圧≦１０００(mm Aq)、②最大ライン圧力≦５０

(kPa)、③計測環境温度＝－20～８５(℃)の条件、並びに、③「ユーザー」様が、計測部位と『マルチ圧力

センサー』間の最大距離が「≦１００(m)」の条件で、問題無く配管が可能な様に、“柔軟性に優れ、経時劣化

の低い”「シリコン製チューブ」を選定し、標準「チューブ」とした。
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表１ 「ニューマチック・コネクター」の基本設計

項 目 内 容 備考欄

① 計測負荷圧力 ①計測圧力≦１０００(mm Aq)
②最大ライン圧力≦５０(kPa)

『マルチ圧力センサー』

装備の「差圧センサー」性

能から決定。② 負荷温度 ①計測環境温度＝－20～８５(℃)

③

適用「差圧センサー」導

管外径の現状

①初期モデル＝φ１．９６(mm)〔円錐状挿入端〕

②最新モデル＝φ２．０(mm)〔ストレート導管〕

初期モデルでは、チューブ

挿入し易いように、“円錐

状”形状、最新構造では“φ

２(mm)”ストレート導管。

④

適用「チューブ」種別 ①柔軟性に富み、経時劣化が小さいため、“シリ

コン･チューブ”を標準として選定。

②適用温度範囲＝－６０～１８０(℃)

③「シリコン･チューブ」の寸法規格から、「φ

１／φ２(mm)」＆「φ１／φ３(mm)」を標準

として選定。

④〔参考〕耐圧≦０．１(MPa)

「シリコン･チューブ」の規

格内径は、「φ０．５／φ１／

φ２／φ３(mm)」のため、

『φ１(mm)』を選択。

⑤

圧力導管設計 ①初期設計
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最大外径を「φ２(mm)」、
チューブ密着外径＝「φ１．

６(mm)」とした。

②最新設計
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①「バルジ加工」会社が閉

鎖された事、②チューブ密

着外径「φ１．６(mm)」で、

充分な配管性能のため、当

該ストレート導管で標準化

「シリコン製チューブ」の選定に当たり、最も重視した点が、（ａ）装備の「差圧センサー」の計測可能

温度範囲が『計測環境温度＝－20～８５(℃)』と計測領域が広い事、（ｂ）風洞試験環境の“冬場”温度が、

多くは管理外のため、低い可能性が大きい事・・・等々から、『計測温度環境』で、常に、柔軟性に優れて

いる点に有る。

この結果、「圧力導管」にチューブ挿入するのみで、即ち、チューブに、「液状パッキング」や「接着剤」を

塗布せずに、また、「締結バンド処理」や弊社の“クランプ・リング(@clamp-ring.com)”を装着しなくと

も、確実な配管が可能と成る。【註】「クランプ・リング」は、弊社開発の「隔膜式圧力計【特許技術】」

において、構成材料の「テフロン」のクリープ特性に拠る配管劣化を抑制するために、使用されています。

構成装備する「差圧センサー」の“圧力導管”は、表１に示す如く、挿入端の形状は異なるものの、「最

大外径＝φ２(mm)」で有るため、表２＆表３に示す如く、市販の「シリコン･チューブ」規格より、「φ

１／φ２(mm)」＆「φ１／φ３(mm)」を標準として選定した。

【註】規格の「内径＝φ０．５(mm)」のチューブは、挿入・装着不能。「内径＝φ２(mm)」のチュー

ブは、装着できるが、漏洩試験を行うと、「φ２(mm)」外径の圧力導管では、漏れが確認される。

即ち、『内径＝φ１(mm)』以外は、適用不能。但し、「内径＝φ２(mm)」のチューブの場合は、「接着

剤」を、圧力導管外周部に糊塗して挿入すれば、使用可能。

「(株)技術開発総合研究所」の内部試験では、ＰＦＡ、ＰＰ、ナイロン樹脂製チューブを他との接続

のために使用する場合は、当該「接着剤」を糊塗して、使用しています。
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表２ シリコン･チューブの規格寸法

“「φ１／φ２(mm)」＆「φ１／φ３(mm)」”寸法の「シリコン･チューブ」の場合、円錐端子構造で有って

も、最大外径φ２(mm)の圧力導管にそのまま挿入するのは、変形量が“１(mm)”も有るため、容易では有り

ません。「バルジ加工」導管の場合は、挿入端子部がφ１．６(mm)のため、シリコンの柔軟性も有って挿入は

可能でしたが、例えば、最新の「差圧センサー」端子の“φ２(mm)”では、挿入が簡単では有りません。

後述の様に、製造会社の廃業の結果、「バルジ加工」が困難に成った以降は、「ＳＵＳ３１６製の圧力導管」

の外径寸法を“φ２(mm)”に変更するのではなく、挿入端子部外径の『φ１．６(mm)』として、コネクター

製造寸法を、“従来と同じく”して、互換性を損なわないようにした。

「標準チューブ」として、➊広い環境温度で、➋柔軟性に優れ、

➌管閉塞及び➍クリープ特性がなく、❺耐久性に優れる(経時劣化のない)――

『シリコン･チューブ』を、選定！！！。
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表３ シリコン･チューブの規格寸法

【漏洩問題】 「(株)技術開発総合研究所」は、①エンジン出力を計測する「ユンカース型水動

力計」の回転部シール〔最少の回転摩擦が要求される〕修理(「東京都立産業技術高等専門学校」様)、②ガソリン

用――高圧「プランジャー・ポンプ」の回転部シール〔回転摺動部発熱と磨耗〕開発・納品(「(株)デンソー」

様始め、自動車メーカー各社)、③４００(℃)＆９８(％)硫酸対応――「水素製造」用―極限環境ポンプ〔摺動部発

熱と磨耗、耐蝕性〕開発・納品(「(独)日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究部門)様)・・・等々、極めて厳

しい環境での“シール”技術を有します。

これらを可能とするのは、図１に示すように、目的とする「機能」を最高に発揮させる、総ての方法(未

知(道))を徹底して思考し、その際に、“見えるものは勿論”の事、“見えないもの”も見る(見る、視る、観る、

看る)努力をする結果です。

そして例えば、今回の問題の“バルジ加工”に付いて言えば、“①１(個)のバルジ加工→→②２(個)のバル

ジ加工→→③複数(個)のバルジ加工→→”のように、表３に示す、“対極(極限)思考”を行います。

図１ 開発に関わる“基本姿勢”

(株)技術開発総合研究所」の開発思考(志向・指向)

◎
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漏洩原因

配管隙間 表面粗さ

接続離脱

負荷圧力 気体透過

図２ 漏洩原因要素

“バルジ加工”と同じ機能の形態に、写真２に示す――『タケノコ(筍)ジョイント』が有ります。

『タケノコ(筍)ジョイント』の基本設計は、想像するに、（ａ）当該外径では、挿入し難い事、（ｂ）当該外

径での「表面粗さ管理」が難しい事が、有ります。このため、“タケノコ配管（バルジ加工）”し、然も、３～

～４連構成をさせています。即ち、この事は、「多連―タケノコ」構造が優れる事、これは、極限

的には、“フラット構造”が優れる事を示唆しております。この場合に、重要な事は、接触(密着)面が鏡面研

磨されたが如く、『傷が無く平滑で有る』事です。

“離脱抑制”のための、鋸(円錐)形状の

「タケノコ・ジョイント」

挿入抵抗の抑制と密着性向上の

「タケノコ・ジョイント」

挿入抵抗の抑制と密着性向上の

「タケノコ・ジョイント」

写真２ 「タケノコ・ジョイント」

『圧力導管』に関わる“漏洩原因”として――代表的な要素として、図１に示す“５因

子”が列挙されます。

『➊気体透過』は、テフロン等の樹脂製チューブの場合は、非常に大きな問題ですが、ここでは割愛させ

て戴きます。

挿入形式の、樹脂製「チューブ配管」で問題と成るのは、『➋配管隙間』と『➌表面粗さ』

で、更には『➍負荷圧力』がそれに付加される。

しかし、最も重要なのは、圧力導管の『➌表面粗さ』と考えます。ご周知の様に、エンジンの吸・

排気弁(ポペット弁)のシールは、「面シール」ではなく“線シール”でシリダー内燃焼圧力の高圧シール

を行っている。その理由は、“面での表面粗さ”を維持管理できない（＝デポジット等の異物を噛む恐れが有

る）ためです。

表４ 対極思考（要素）の例

“バルジ加工”と同類の「タケノコ(筍)ジョイント」は、複数配置が基本



----6-------

このため、エンジンの「吸・排気弁(ポペット弁)シール」は、円錐状密着構造で、①「圧力負荷(押し付け)」

による密着と、②線シールで、漏洩防止を図っております。W フェルール（リング）構成の代表例の“スウ

ェージロック”配管シールの場合は、基本的には、①フェルールの“管への食い込み”と、②フェルールの

変形により、シール性能を発揮させております。しかし、ＳＵＳ管の厚さが“厚い（＝肉厚が大きい）”場合

は、「②」の効果のみで、『➌表面粗さ』が荒い場合は、殊に、高圧状況では、漏洩しますので、注意

が必要です！！

一方、「高真空フランジ」では、①樹脂製「Ｏ―リング」からの透過漏洩、②コンタミ防止のた

めの「Ｏ―リング」排除、等の問題から、フランジの『➌表面粗さ』を鏡面管理して、“面シール”を

行っております。【註】最近は、金属製「Ｏーリング」構成する場合も有る。

「高真空フランジ」では、フランジ面の『③表面粗さ』を、

鏡面管理して、“面シール”。

「ニューマチック・コネクター」の圧力導管は、接触(密着)面

の『③表面粗さ』の小さい、ＳＵＳ３１６ＢＡ管を用いて、“面シール”。

【性能実証】 『➋配管隙間』と『➌表面粗さ』を管理した――「ＳＵＳ３１６Ｌ」

ＢＡ管を用いた――『（ストレート構造）φ１．６(mm)』圧力導管』／『内径φ１(mm)のシリコン･チューブ』

の組み合わせで、漏洩試験した結果を、写真３に示す。

チューブ挿入深さ＝４．２(mm) チューブ挿入深さ＝２．５(mm)
接続状況；外径φ１．６(mm)圧力導管端子（フラット）に、

標準「シリコン・チューブ＝φ１(mm)／φ３(mm)」を、挿入接続。

写真３ 「漏洩・離脱」確認試験

「漏洩・離脱」が認められない！！

印加圧力(kPa)

チューブ・カット
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【性能実証】 『➋配管隙間』と『➌表面粗さ』を管理した――「ＳＵＳ３１６Ｌ」

ＢＡ管を用いた――『（ストレート構造）φ１．６(mm)』圧力導管』／『内径φ１(mm)のシリコン･チューブ』

の組み合わせで、漏洩試験した結果を、写真３に示す。

『ニューマチック・コネクター』が対象とする――『マルチ圧力センサー』に装備する“差圧センサ

ー”の負荷圧力が、「①計測圧力≦±１０００(mm Aq)、②最大ライン圧力≦５０(kPa)」に対して、写真３

に示すように、「≦１２０(kPa)」の負荷圧力で、“漏洩も離脱”も生じていない事が明らかである。

しかも、「シリコン･チューブ」の装着深さを“４．２(mm)～２．５(mm)”と浅く装着しても、「≦１２０(kPa)」
の負荷圧力で漏洩を生じない事です。

外径「φ1.6(mm)」のＳＵＳ３１６ＢＡ製の“ストレート導管”は、

柔軟性に優れる“シリコン･チューブ”の通常の挿入状態では、

『≦１２０(kPa)』のライン圧力では、漏洩も離脱も生じない！！

外径「φ1.6(mm)」のＳＵＳ３１６ＢＡ製の“ストレート導管”＆

柔軟性に優れる「シリコン･チューブ」の構成は、「差圧センサー」計測には良好な性能を

発揮する。それでも心配な「客先」様には、ＳＵＳ３０４製の“クランプ・リング

(@clamp-ring.com)”が、特注で用意されています。

【納品実績】 日本のトップ企業は、最先端の技術開発の真っ只中にあるため、通常、弊社に、「納

品実績」を求める事は有りません。

今回、問題提起されている――『φ１．６(mm)』ストレート導管仕様の――「ニューマチック・コネク

ター」は、「(国立大学法人)徳島大学」様等で、２０１５年納品依頼、問題無く、ご使用されて居られます。

写真４に、『マルチ圧力センサー』を構成する「最新型――差圧センサー」の単体と、「φ１／φ３

(mm)」シリコン･チューブを装着した状態を示す。

これまでの、２０年に亘る『マルチ圧力センサー』の納品で、写真４のチューブ装着状態で、『漏洩

や離脱』等のトラブルを生じた事は、ゼロです。しかし、それでも、不満な「客先」様には、接液部――

テフロン樹脂製の「隔膜式圧力計【特許技術】」において、ＰＴＦＥ(テフロン)のクリープ特性を抑制する

ために、圧力計測部位に接続する“管用メス・ネジ”部使用されている――「クランプ・リング

(@clamp-ring.com)」を用意する事も可能です。

写真５に、（１）ストレート導管仕様の――『マルチ圧力センサー』を及び、（２）『φ１．６(mm)』
ストレート導管仕様の――『多点共通静圧タンク』を示す。何れも、「φ１／φ３(mm)」シリコン･チュ

ーブを挿入・装着して使用されているが、『漏洩や離脱』等のトラブルを生じていない。

外径「φ２(mm)」ストレート導管 「φ１／φ３(mm)」シリコン･チューブ装着状態

写真４ 最新型「差圧センサー」の接続
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超最新型『マルチ圧力センサー』 最新型『多点共通静圧タンク』

写真５ 「ストレート構造」圧力導管納入実績

【参考】 上述の様に、『φ１．６(mm)』ストレート導管仕様の――「ニューマチック・コネクタ

ー」は、装備「差圧センサー」の“①計測圧力≦１０００(mm Aq)、②最大ライン圧力≦５０(kPa)”を大幅に

満たしている事が明らかである。

しかし、それでも、『バルジ加工』に拘る「客先」様には、（１）チューブ外周部に挿入する、一種の“ホー

ス・バンド”機能を有する、ＳＵＳ３０４製の「クランプ・リング(@clamp-ring.com)」をご購入戴きたい。

更には、（２）『φ１．６(mm)』ストレート導管の挿入部に、下記の「Scotch PREMIER GOLD(白色／透明)」

を塗布して、チューブを挿入して下さい。【註】「(株)技術開発総合研究所」では、殆ど総ての“接着剤”

を試用して、最高の性能のものを選択しております。

写真６ 推奨「接着剤」

更なる“チューブ締結”を希望される場合は、ストレート導管の挿入部に、

「Scotch PREMIER GOLD(白色／透明)」を塗布して、挿入して下さい！！

ストレート構造の導圧管

ストレート構造の導圧管
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【註】文中の“マルチ圧力センサー.com”、“clamp-ring.com”、“free-lock.com”、

“twin-ring.com”等の「ドメイン」は、「(株)技術開発総合研究所」の“登録ドメイン”です。

【執筆】2019/05/25

ＦＲＯＭ 本望 行雄｛(株)技術開発総合研究所｝――「y-hommoh@seal-max.com」

〔参考〕「クランプ・リング(@clamp-ring.com)」と類似の機能

「(株)技術開発総合研究所」は、“締結・摺動・回転”部の、あらゆる「シール技術」に関し

て、世界最高を目指しております。これまでに、①エンジン出力を計測する「ユンカース型水動

力計」の回転部シール〔修理〕、②ガソリン流体の高速回転部のシール〔プランジャー・ポンプ〕

〔開発〕、②４００(℃)＆９８(%)硫酸を吐出する「極限環境ポンプ」の摺動部シール〔開発〕や、

④流体用の配管を自由に着脱させる――フリー・ロック(@free-lock.com)配管ジョイント／Ｔリ

ング（@twin-ring.com ジョイント」等々を開発、各社に納品して参りました。


