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☆「圧力センサー」と多数の計測部とを効率良く接続☆

各所の差圧を、簡単かつ確実装着により、迅速変更が可能。

パラレル配置により、「Ｈ圧力、Ｌ圧力」接続端子が明確。

※※※※多数の圧力計測に↓↓↓↓

※直列型コネクター特徴概要※ →→→→《特許申請予定》

図１に、直列配列の『パラレル・ニューマチックコネクター（形

式；ＰＮＣ－１６、接続本数＝３２）』の構造図を、そして、写真１に、

特注の３２(CH)コネクター（形式；ＰＮＰ－３２、接続本数＝６４）取付

状態を示す。

(株)技術開発総合研究所®提供の、『パラレル・ニューマチックコネ

クター』は、次の特徴を有します。

(１) 写真２に示すごとく、標準仕様は「１ユニット」で１６

(CH)構成、Ｈ側圧力端子、Ｌ側圧力端子が、それぞれ、１６

(CH)パラレル配列(接続本数＝３２)のため、確実な差圧計測が

可能。

(２) 構成材質は、①固定コネクター；ＳＵＳ３０４、②着脱コネクタ

ー；アルマイト処理アルミニウム(写真３)、③圧力導管；ＳＵ

Ｓ３１６、④Ｏ－リングがバイトンあるいはシリコーンゴムのため、強固で経時変化が無く、着脱に関わらず、確実な

計測が可能。特注仕様の３６(CH)仕様では、⑤「固定／着脱コネクター」共、ＳＵＳ３０４から構成されております。

(３) 導管内径が、「圧力センサー」導管と同じ内径のため、絞り効果や膨張効果がなく、応答性に優れた差圧力計測が可

能。

(４) 「小型」、且つ「チューブ配

管し易い」ように、導管間隔

を、６(mm)設計｛特注――３

６(CH)仕様では、８(mm)｝。
このため、特殊な技術や道具

不用で、簡単にチューブ装着

が可能です。

(５) 接続導管部には、「漏れの無

い確実な配管」を可能とする

“バルジ”形状を採用してま

す。

(６) 基本チューブ仕様は、「φ１．

５／φ２．５(mm)のシリコー

ン製チューブ」。適確な締め

代管理で、印加圧力≦０．１

(MPa)でも、チューブ離脱な

し。

(７) １６(CH)仕様では、Ｍ８／Ｍ

１０の異型キャップスクリ

写真１ 特注仕様ー３２（CH）取付状態
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図１ 差圧センサー用ＰＮＰ「標準１６（CH）コネクター」
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ューにて、装着位置指定をしつつ、確実な着脱を可能としています。｛特注仕様の――３２(CH)仕様は３本のＭ８キ

ャップスクリュー｝

(８) 各導管部には、「Ｏ－リング」が挿入されているため、少ない締結力で、漏れの無い確実装着が可能。すなわち、着

脱時に、「漏れ試験」等は一切不用。

(９) 較正用圧力入力のため、更に２(CH)の増設｛特注｝も可能です。

参考に、写真２に、特注の３２(CH)コネクター（形式；ＰＮＰ－３２）｛接

続チューブ数＝３２×２＝６４｝外観、取付状態を示す。

※円柱型コネクター特徴概要※

図２に、円柱型の『カラム・ニューマチックコネクター（形式；ＰＮＣ－１

８）』の構造図を示す。(株)技術開発総合研究所®製『カラム・ニューマチック

コネクター』は、次の特徴を有します。

（１）１６(CH)の差圧計測のための「３２個の接続端子」に加えて、予備端子として

「２計測×２＝４端子」を装備。

（２）構成材質は、①固定コネクター；ＳＵＳ３０４、②着脱コネクター；アルマイト

処理アルミニウム(写真３)、③圧力導管；ＳＵＳ３１６、③Ｏ－リングがバ

イトンあるいはシリコーンゴムのため、強固で経時変化が無く、着脱に関わ

らず、確実な計測が可能。

（３）「φ８／φ６」の異径ロックピンにより、着脱位置を的確に判断。

（４）ワンタッチ着脱のための、

「Ｍ１０キャップスクリュー」締

結方式。

（５）各導管部には、「Ｏ－リン

グ」が挿入されているため、少な

い締結力で、漏れの無い確実装着

が可能。すなわち、着脱時に、「漏

れ試験」等は一切不用。

（６）接続導管部には、「漏れの

無い確実な配管」を可能とする

“バルジ”形状を採用。

（７）更に増設したい場合は、「３(CH)×２＝６端子」の増設も可能。

※パネル加工寸法※

『パラレル・ニューマチックコネクター（形式；ＰＮＰ－１６Ｆ、接続本数

＝３２）』固定コネクターのパネル取付加工図を、に示す。また、

『カラム・ニューマチックコネクター（形式；ＰＮＣ－１８Ｆ、接続本数＝３

８）』固定コネクターのパネル取付加工図を、に示す。

それぞれの寸法に注意して、取付パネル部に、加工を行って下さい。

写２ 特注仕様 ＰＮP－３２外観

写真３ ＰＮＰ－１６概観
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写４ 着脱ＰＮＰ－１６Ｒ外観
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図３ ＰＮP型パネル加工図
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※形式表示※

≪ニューマチックコネクター≫の形式は、次のように成っております。

≪ＰＮ ※―＃＃ ※ ※≫の形式表示において、

「ＰＮ」は、「ニューマチックの英文字である“Ｐｎｅｕｍａｔｉｃ－Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ”」

の頭文字の「ＰＮ」を表しております。

「ＰＮ」に続く次の「※」には、コネクターの構造形式である、≪Ｐ；Ｐａｒ

ａｌｌｅｌの頭文字の「Ｐ」｛＝直列型｝≫、あるいは、≪Ｃ；Ｃｏｌｕｍｎの頭文字の

「Ｃ」｛＝円柱型｝≫が記載されます。そして、「＃＃」には、差圧センサーのチ

ャンネル数が、続く「※」には、「Ｆ；固定コネクター」、「Ｒ；着脱コネクター」

の別が記載されます。最後の「※」には、当該コネクターの材質である、「Ｓ；Ｓ

ＵＳ３０４」、「Ａ；アルマイト処理アルミニウム」の別が記載されます。

すなわち、

  ≪ＰＮＰ―１６ＲＡ≫は、「Ｐ＝パラレル・コネクター」――「１６＝１６(CH)；接続チューブ本数＝１６×＝

３２」――「Ｒ＝着脱コネクター」――「Ａ＝アルマイト処理アルミニウム」の意味を有します。

特注機器については、忌憚無くお問い合わせ下さい。

※周辺関連機器※

『ニューマチックコネクター』関連機器は、表１に示す通りです。

表１ ニューマチックコネクター関連機器

品 名 形 式 仕 様 参考市販価格
ＳＵＳ製チューブ・コネクター

接続チューブ
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2 .2

φ
1
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+0

.0
5

+0
.0

2

φ
2

φ
0

.8

ＪＰ－０１６Ｓ

【（株）技術開発総合研究

所】

①材質＝ＳＵＳ３１６、②片側バルジ加工

≪“マルチ圧力センサー”圧力端子と、計測部

分をシリコーン・チュブで接続し、その中間

に、“チューブ・コネクター”を介して、圧力セ

ンサー導管部の着脱を避ける≫

製造技術の問題で、現在は、“直

管構造”を基本としています。

Ｏ－リング
Ｐ－２ シリコーン 圧縮性に優れ、密着性が良い

Ｐ－２ バイトン 耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性に優れる

シリコーン・チューブ
φ１／φ２ 耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性に優れる

φ１／φ３ 耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性に優れる

-----------------性能改善と向上のために、仕様変更されることが有りますので、ご容赦下さい-----------------

(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。

【研究・開発・製造】 (株)技術開発総合研究所®
{〒３０５－００４２ 茨城県つくば市下広岡７２５－２９}
{TEL.(029)857-6010,FAX.(029)857-8357}

E-mail；y-hommoh@advanced-sensors.com
E-mail；y-hommoh@advanced-techno-future.com

{註} このカタログは、カラー印刷です

（カタログ改定―２）
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図４ ＣＮＣ型パネル加工図


