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微差圧センサの較正ー→→→→ 
 
 
 

ゼロ・オフセット、ゲイン調整のために、 
１６(ＣＨ)の微圧を、同時に、簡単発生。 

較正用圧力端子も装備しているため、高精度較正が可能。 
 

――――(株)技術開発総合研究所®ーー開発技術―――― 
    

「微差圧センサー較正試験装置」 
    

※微差圧センサー用較正圧力発生器の概要※ 
(株)技術開発総合研究所®開発の―１６(CH／Unite)構成の『マルチ圧力センサー≪意匠登録≫』の較正試験（＝ゼロ／ス

パン調整）を行うためには、１６(CH)の差圧センサーに、同時に、同

じ圧力を負荷させる必要が有ります。 
このような、「差圧発生器」として、写真１に示す≪①《１６

(CH)ハンディ圧力発生ポンプ―――HPG－017》が用意され

ております。この「HPG－017」は、圧力調整ハンドルを回

転させることにより、任意の圧力を発生させ、その時の圧力を

“基準圧力センサー”により計測して、対象の圧力センサーの

較正試験を実施します。この圧力発生器の特徴は、これ単体で、基

準圧力発生が可能なことです。その構造を、図１に示す。 
その他に、②「ソニック・ノズル（＝(株)技術開発総合研究所®の

特許技術―――【特許―――特許第特許第特許第特許第３３０２０６６３３０２０６６３３０２０６６３３０２０６６号号号号】」を用いた「差

圧発生器」として、≪SPG－017≫が特注製作可能です。この機器

の場合は、≪SPG－017≫の他に、「真空ポンプ」が必要ですが、

安定した「差圧」を生成させることが可能です。これは、≪ソニック・

ノズル）を流れる流量がその前後の圧力比が、任意の値を超えると一

定の臨界流量となることを利用したものです｛ は、( ) 開発総

研究 ®の“ ソニック・フローリミッター”のカタログを参 のこと｝。

図２に、その一例を示す。 

一方、③モーター一体型の回転ディスクから構成される「RDG－017」《特注品》型の場合、インバーター駆動により、

絶対差圧を生成させることが可能です。この方式は、ローター回転により遠心力で、その中心部と外周部に圧力差が発生す

ることを利用しています。これら三形式の「差圧発生器」を比較したものが、表１です。 
 

表１ 三形式の差圧発生システムの比較 
 

原理 ハンディ圧力発生ポンプ ソニック・ノズル圧力発生器 回転ディスク圧力発生器 形

式 型 番 HPG－017 SPG－017 RDG－017 

①一定圧力維持度一定圧力維持度一定圧力維持度一定圧力維持度精度精度精度精度 △ ◎ ◎ 

②ゼロゼロゼロゼロ／／／／スパンスパンスパンスパンのののの容易性容易性容易性容易性 ○ ◎ ◎ 

③発生圧力範囲発生圧力範囲発生圧力範囲発生圧力範囲 ◎｛±0(Pa)～±0.1(MPa)｝ ○｛－0(Pa)～－20(kPa)｝ △｛－0(Pa)～－5(kPa)｝ 

④圧力設定微調整性圧力設定微調整性圧力設定微調整性圧力設定微調整性 ○ ◎ ◎ 

HPG－017 SPG－017 RDG－017 
圧力発生器圧力発生器圧力発生器圧力発生器    

 真空ポンプ（100(V)ＡＣ電源） 100(V)ＡＣ電源 

較正用標準圧力計較正用標準圧力計較正用標準圧力計較正用標準圧力計    安価型／高精度型 安価型／高精度型 安価型／高精度型 

機

器

構

成 圧力表示計圧力表示計圧力表示計圧力表示計《註２》 ＡＤＧ－３００型等 ＡＤＧ－３００型等 ＡＤＧ－３００型等 

《註１》「◎、○、△」表示は、三形式の中の相対評価を示す。 
《註２》「圧力表示計」は、較正用標準圧力センサーのアナログ信号を、A／D コンバーターを介して直接取り込む場合は、

不要。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真１ １６(ＣＨ)静的較正試験器 

圧力調整ハンドル 

基準圧力計接続端子 

マルチ圧力センサー接続端子 
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ハンディ・ポンプ方式の「HPG－017」の場合は、簡便に、差圧発生できることが大きな特徴ですが、外部との熱交換等に

より、設定圧力の変化が有りますので、微調整をしなければならない欠点が有ります。 
また、ソニック・ノズル方式の「SPG－017」は、安定した設定圧力を発揮できますが、これを機能させるには、≦―７５

０(mmHg)程度の性能を有する真空ポンプ（１００(V)ＡＣ電源）が必要です。 
回転ディスク方式の「RDG－017」の場合は、高精度の微差圧を安定して供給できますが、１００(V)ＡＣ電源が必要な事と

インバーター制御のためシステム価格が高くなる欠点を有します。 

 

①①①①

②②②②

③③③③
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⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦
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⑩⑩⑩⑩

番番番番号号号号 部部部部品品品品名名名名称称称称 使使使使用用用用材材材材質質質質
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圧力発生器構造図
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((((株株株株 ))))技技技技術術術術開開開開発発発発総総総総合合合合研研研研究究究究所所所所

（Ｈ ＰＧ型 ）

 
図１ １６(ＣＨ)圧力センサー・スパン圧力発生器 
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図２ 「ソニック・ノズル」の臨界流量特性 
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※システム構成について※ 
写真２に、「差圧センサー」較正システムの一例を示す。「①差圧発生器」に、前述の何れの方式を用いるかの違

いはあるが、≪①差圧発生器→→→→｛②標準圧力センサー＋③被較正圧力センサー｝→→→→④圧力表示計≫のシステム

構成は同じです。 

 「①差圧発生器」と「②、③の圧力センサー」とは、シリコーン・チューブ等により接続されます。「②、③の圧力セン

サー」の計測については、ユーザー様が、A／D コンバーターを介してコンピューター計測されている場合は、その情報を総

て取り込んで較正試験を実施します。一方、A／D に予備がない場合は、その内の１(CH)を「②標準圧力センサー」の入力

に用いて較正試験を実施するか、別途、「②標準圧力センサー」用の圧力表示計をご購入戴く必要があります。 

 「②標準圧力センサー」には、表２に示す、二種類の差圧センサー―――「安価型」と「高精度型」が用意されて

おります。 
 

 

 

 

 

表２ 較正用標準圧力センサー 
 

簡易型圧力センサー 高精度型圧力センサー 
形 式 

ＣＰＥ―１２５ ＣＰＨ－１２４ 

最大圧力範囲 0.25,1.25,2.5, 5,7.5(kPa)FS の各種 25～311(Pa)FS～13.7(ＭPa)FS の各種 

標準圧力範囲 0～1.25(kPa)FS 「0～1.24(kPa)FS」、「0～2.49(kPa)FS」 

過負荷耐圧 37(kPa) 5.17(ＭPa) 

破壊耐圧 75(kPa) 68.9(ＭPa) 

最大管内圧力 0.35(ＭPa) 5.17(ＭPa) 

信号出力 0.25－4.25(V)ＤＣ 1～5(V)ＤＣ、あるいは、4～２０(ｍＡ) 

ゼロ出力 2.25±0.1(V)ＤＣ 1(V)ＤＣ、あるいは、4(ｍＡ) 

入力電源 100(V)ＡＣ 100(V)ＡＣ 

ヒステリシス(直線性・再現性) 0.05(%)FS 0.04(%)FS 

長期安定性 ±0.45(%)FS／１年間 ±0.2(%)FS／１０年間 

ゼロ点シフト ±0.9(%)FS ±0.035(%)FS 

スパン・ドリフト ±１(%)FS ±0.1(%)RS 

補償温度範囲 0－50(℃) -40～121(149)(℃) 

動作温度範囲 -25～85(℃) -25～85(℃) 

保存温度範囲 -40～125(℃) -40～110(℃) 

参考市販価格 75,000(円/台) 300,000(円/台) 

《註》他の圧力センサーも選定可能です。 
 

「安価型較正用差圧センサー」の概念は、「マルチ圧力センサー」等の較正試験に先立って、計測精度≧

0.04(%)FS のセンサーで確認較正することで、その精度を維持する考えを基本としている。一方の、「高精度型

較正用差圧センサー」では、１０年間較正原器として機能する考えに立っている。 
なお、写真２の例では、較正用標準圧力センサー｛マルチ圧力センサー｝の計測を、「16(CH)多機能デジタル表示計」

で計測しておりますが、１(CH)のアナログ入力表示計｛《註》表示計のカタログを参照のこと｝で、較正標準圧力センサーで

 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真２ １６(CH)差圧―較正システム 

差圧センサ

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→    

１６(CH)多機能デジタル表示計 

センサー・コード

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→    

①差圧発生器→→→→｛②標準圧力センサー＋③被較正圧力センサー｝→→→→④圧力表示計 
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計測し、負荷圧力値を確定することも一つの方法です。 
 

※較正試験方法の概要※ 
「マルチ圧力センサー」等の較正試験の実施において、任意の負荷圧力（＝通常は、ゼロおよび最大圧力）を与えて、

被較正圧力センサーの較正試験を実施します。この時に、２つの方法があります。すなわち、（１）負荷圧力において、被較

正圧力センサーの≪ゼロ･スパン調整≫をアンプ基板上で行なう方法と、（２）圧力センサー信号を A／D コンバーター入力

している場合は、任意の負荷圧力を与えて、最終処理(演算)上で、演算処理する方法が有ります。「（１）」に比べて、１６(CH)

のマニュアル調整が不要なため、簡単に補正が可能ですが、≪大きく、ゼロ・シフトがある場合≫は、比例スパン範囲を越

せている場合があるため、この場合は、当該圧力センサーのゼロ点調整を行う必要が有ります。しかし、コンピューター内

部でゼロ・スパン調整するために、アンプ基板上での調整が不要なため、容易に較正が可能です。 
 

※保守・点検について※ 
『圧力センサー』等のアナログ・セ

ンサーは、一般的に、過湿や高い周囲

温度等により、ゼロ及びスパン・ドリ

フトを生じる特性を有します。これが、

長期計測の後に再較正を実施し、精度

管理を行なう背景です。  

この影響は、「較正用の標準圧力セ

ンサー」においても同じです。このた

め、保管場所も含めて、温度変化の少

ない場所に保管することが重要です。 

 

※保証内容※ 

当該商品において、➊ご購入後１年

以内の場合、あるいは、➋弊社責任に

よるトラブルの場合は、無償修理させ

て戴きます。 
（カタログ改定―０） 

 

-----------------性能改善性能改善性能改善性能改善とととと向上向上向上向上のためにのためにのためにのために、、、、仕様変更仕様変更仕様変更仕様変更されることがされることがされることがされることが有有有有りますのでりますのでりますのでりますので、、、、ごごごご容赦下容赦下容赦下容赦下さいさいさいさい----------------- 
 

㈱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㈱）』により責任保証（１９９４年以来）されてお

ります。    
 

【【【【研究・開発・製造】】】】    ㈱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；；；；sensor@techno-max.com，，，，staff@advanced-techno-future.com 
 

✽≪計装プラザ≫からの「商品の問合せ」は、 

「japan@techno-max.net」のＥ－メールへお願い申し上げます。 
 

【【【【販売部門】】】】    テクノマックス・日本事業部 E-mail；；；；japan@technojapan@technojapan@technojapan@techno----max.netmax.netmax.netmax.net 

北信越事業部 hoku-sin-etsu@techno-max.net  韓国事業部 korea@techno-max.net 

南関東事業部 minami-kantoh@techno-max.net  中国事業部 china@techno-max.net 
 

 (株)技術開発総合研究所®は、①物体《気体、液体、粉体、固体、生体》、②エネルギ《熱、光、圧力、音等》、③情報情報情報情報《データ、ソフト、評価、通信等》

に関わるあらゆる産業分野の技術創造を、弛まぬ情熱と多次元思考により遂行し、各社の新しい技術の夢を創り、夢を育み、夢を実現します。 

『流体機器―計測器―熱交換器―工業用機器・・・・・―特殊機器等、約５０種の開発商品を用意』――――何でも、ご相談下さい。 
―――基本特許｛含む、申請中｝＝約４２件、商標登録｛含む、申請中｝＝約２０件、ドメイン＝約１００個、保有――― 

 
{註} こ のカタ ログは、カラ ー印刷です 
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図３ ソニック・ノズルのシステム例 

≪図は、流量較正システムの例を示す≫ 


