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本望行雄の技術相談〔0２7〕・・・・ 

「振動のある箇所での圧力計測」 
≪≪≪≪技術相談.com――――――――――――――――は、(株)技術開発総合研究所®の登録ドメインです≫≫≫≫ 

 

≪相相相 ≫容  
 

「車載等の振動のある箇所での圧力計測」を希望しているが、どのようにすべきでしょうか？  

現在、他メーカーの圧力計(ベローズ式)を使用していますが、振動を考慮した設計がされていません。 

移動用容器(コンテナやタンクローリー等)に設置されているのですが、このようなケースで使用した実績がありますか。

「テフロン隔膜式圧力計」の耐震性について、考慮がされているのかを回答願います。 
 

【「ご質問者ご氏名」――匿名依頼】 

 

≪まえがき≫ 
 

今回は、「外部振動」についてのご質問ですが、「圧力計」が問題と成る条件には、ご質問の「（１）外部振動」

の他に「（２）内部振動」の問題が有ります。 

「（２）内部振動」とは、ご周知のように、計測部位の圧力変動（脈動）による「圧力計測部」の振動問題で、この対

処としては、①圧力ダンピング（＝圧力の平滑化）を行うか、②圧力変動（脈動）に強い圧力センサーを用いるか、の

２つの対策が採られます。 

ご質問は、今回は、この「（２）内部振動」問題ではないため、この対応については、別途の回答として、ここでは割

愛させて戴き、「（１）外部振動」についてのみ回答させて戴きます。 

 

≪外部振動とブルドン管式圧力計≫ 
 

さて、「（１）外部振動」への対応としては、①外部振動の伝達の抑制、②振動源からの隔離、③耐振動特性に優

れた「圧力センサー」の採用、の３つから成ります。それらの対応策を纏めたものが、表１です。 

ご質問の中に、『ブルドン管式圧力計』のように、ベローズを用いた圧力計には、振動対策が施されていない旨のご指摘

が有りますが、図１に示す如く、この形式は、移動機構を利用して計測する“その作動メカニズム”から、「内外部の

振動」に弱い事が欠点であり、殊に、一般的な「➊」の構造の場合は、作動上、耐震性能を改善する事は容易で有りま

せん。 
 

 

 

 

 

 

 
➊通常の圧力計測に使用

される。 

➋０．１～１．５(MPa)程度

の計測に使用される。 

➌１．５～４０(MPa)程度の

圧力計測に使用される。 

➍それ以上の高圧に使用

される。 

断面が楕円あるいは、扁平な金属管を円形に曲げて、一端を固定し、他端を密封したもので、これに内圧が加わると、管が

伸びて、断面が円に近付き、自由端が外側に向って動く。この僅かな移動を拡大して、指針を動かして、圧力表示する。 

ブルドン管 ヘリカル型ブルドン管 スパイラル型ブルドン管 超高圧用ブルドン管 

図１ ブルドン管式圧力計の構造(註)―（１） 
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因みに、『ブルドン（bourdon）』とは、フランス語で、パイプオルガンの「低音部音栓」の意味(註)―（２）と言われ

ています。 

図２に、「➊」の場合の、圧力変位に伴う作動を示しま

すが、圧力の増加によりブルドン管が外側に膨れ、その梃子作

用により「扇形歯車」を回転させて、「小歯車」を介して、指

針Ｇを稼動させます。これら構成部品に、振動による力が作

用します。しかも、構成部品は、“質量”を有しているため、

振動が有った場合は、必ず、それに起因する「過負荷」や「共

振」を生じてしまいます。 

この結果、過度な「（１）外部振動」を受けた場合は、一般

的な構造の「➊」の場合は、指針の連動部で、“針飛び現象”

を生じて、「ゼロ点不良」や、指針部での破損を生じてしまい

ます。 

さて、ご質問者は、「圧力センサー」における耐震強度の対

応をご質問されておられますが、この様な「ベローズ等の移動

を利用した圧力計」において、仮にその対策を行ったとしても、

根本的な改善は不可能であるばかりか、無用な価格上昇を招き

ます。このため、一般的には、『圧力計の耐震性能の向上』を

図るよりも、寧ろ、ユーザー様側で、表１の「①」や「②」

で対応しているのが現実です。但し、主として、「（２）内部

振動」―――脈動による損傷防止と計測圧力の平滑化のための『グリセリン』をケース内に満たした『グリセリン

封入式ブルドン管式圧力計』が用意されておりますが、これを用いて、「（１）外部振動」対策の一つ

とする考えも有ります。すなわち、「振動」により負荷を受けた部品が“移動（＝振動）”するためには、当該部品が外周

部の同じ容積の物質を移動させる必要が有ります。Ｖ(m３)の容積の当該部品の外周部が空気の比重量が「１．２９３(kg/m
３)」に対して、グリセリンの比重量は「１２７６(kg/m３)」ですので、振動の抑制効果（＝エネルギー減衰）は、凡そ、

「１２７６／１．２９３≒９８７倍」と成ります。 

すなわち、振動の有る箇所で「ブルドン管式圧力計」を使用する場合は、最低限、『グリセリン封入式ブ

ルドン管式圧力計』を使用する事が重要です。その上で、当該圧力計を、防振材にて、振動の緩和を図る事が

重要です。問題なのは、一般の工業用防振ゴム等の多くは、機械に対する適用で、今回の「隔膜式圧力センサー」の様に

軽量且つ精密な機器に適用するには、「バネ常数」の小さな防振材料が必要ですが、中々、最適な物がない状況です。 

 

≪閑話休題≫ 

「グリセリン(Glycerine, Glycerin)【C3H8O3】」→→→→１，２，３－プロパントリオール、グリセ

ロールとも呼称される。代表的な３価のアルコールです。 
１７７９年に、スウェーデンのカール・ヴィルヘルム・シェーレが、オリーブ油加水分解物の中から発

見し、甘味を持つことからギリシャ語の γλυκυς（glykys、甘い）に因んで名付けられた。 
石鹸の廃液を精製するか、プロピレンから合成して作られる。可燃性であるため、取り扱いや保管には

注意する必要がある。 無色透明の糖蜜状液体で、アルコールに可溶、エーテルに難溶。水に非常に溶け

やすい（＝吸湿性が強い）。その保水性を生かして、化粧品、水彩絵具に良く使われる。毒性がほとんど

無いことから、医療分野では、利尿薬、脳圧降下薬、浣腸液、目薬など様々に用いられる。エチレングリ

コール同様に、不凍液としても使用されている。また、ニトログリセリンの原料としても重要である。  
３つのヒドロキシル基すべてを脂肪酸でエステル化したものは中性脂肪と呼ばれる。  

↑↑↑↑↑↑↑↑出典: 『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2007/02/03 18:22) 

 

 しかし、最近発売された、図３に示す、「(株)エクシールコーポレーション【岐阜県美濃市大矢田２７７－１ 

TEL;0575-33-0872  E-mail；shouhin@exseal.co.jp】の“ハイパーゲル”の衝撃吸収性能は、９０(%)以

上の性能を誇り、今回お尋ねの振動条件では、『グリセリン封入式ブルドン管式圧力計』との併用により、ほぼ所要の

目的を適えられる可能性を有しております。製品としては、図４に示す規格品が用意されておりますので、それを活用

するか、若しくは、「シート」をご購入されて構成します。図５に、設置例を示します。この例では、２個の防振材を

“サンドウイッチ構造”で使用しておりますが、勿論、１個での適用も可能です。 

但し、設置において注意すべき事は、（１）ブルドン管式圧力計本体に、振動に対する充分な“遊び”を持たせる事

 
図２ ブルドン管式 

    圧力計の作動(註)―（２） 
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です。このため、「⑨固定ネジ」は、振動等の揺れに対して自由に移動出来るようにします。そして、（２）この「⑨固

定ネジ」が緩まないように、「緩み止め剤」や「シリコーン系の接着剤」をネジ部に塗布する事です。 

 この設置方法は、後述の「電気式圧力計」にも当て嵌まり、「ブルドン管式圧力計」に代えての「電気式圧力計」の採用

と当該防振材の併用は、更に完璧な振動対策と成ります。 

 
図３ ハイパーゲルの衝撃吸収性能(註)―（３） 

 
 

図４ ゲルクッション構造(註)―（３） 

衝撃吸収性が極めて優れている！！ 
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≪外部振動に対する対応≫ 
 

一方、「電気式のトランスデューサ」は、「ブル

ドン管式圧力計」に比べて、圧力計測部分である「受圧膜、荷重検

知センサー」の質量が小さいため、耐振動性に格段に優れています

｛＝基本構成として、構成材料の耐震強度にのみによって決定され

る｝。 

このため、ご質問者の使用環境である“自動車搭載の機器（流量

センサー、吸入圧力センサー、速度メーター、油圧計、燃料レベル

計、温度計等々）”は、その殆どが電気式のセンサーが使用されて

おります。すなわち、ご質問者は、「タンクローリー」等の自動車

での耐震性能の実績を求めておられますが、車載用機器に対しての

求められる「耐震強度が大きい事」は一般的な事実であり、特別な

条件（＝極めて過酷な条件）を除いて、当該電気式圧力センサーが、

通常使用されている事実は、ご懸念されている「使用実績を斟酌す

る以前の問題」と考えます。 

但し、タンクローリーやトラック等の商用車は、満載時を基準に

設計されているため、空載時はスプリングが硬く、自ずと、圧力セ

ンサーが受ける振動も大きい特徴が有りますので、十分な対策を講

じる事は重要だと思います。 

すなわち、自動車における現実的な対策としては、表１の適用

方法を、それぞれの使用条件に即して、総合的に活用しているのが

現状ですが、一方では、ご質問者が使用されたい環境で、どのよう

な制約が有るか｛＝弁の操作する箇所で監視したい、雨滴の暴露環

境、防爆環境・・・等々｝が、寧ろ、適用上の大きな問題です。 
例えば、通常の「電気式センサー」の基本設計は、「屋内使用」

を想定しております。このため、表１の【ＳＤＰ－１．

０ＥＬ】の場合は、『ＩＰ４０の屋内仕様』で、一方の、電池

式は、『ＩＰ６５（大気開放孔）』の屋内仕様ですので、走行時の“雨

滴や車輪のシッパネ”等の暴露を想定しておりません。 

また、「電気式圧力センサー」を使用する場合は、防爆環境の場

合は、別途の対策が必要と成ります。これらの条件に対しては、価

格を問題にしなければ、あらゆる対応が可能ですが、価格が制限さ

れている場合は、表１に示される「②」で対応される事が現実

的な方法と言えます。 

図２に、「②」を用いた、隔離方法の例を示します。「（ⅰ）」

の方法が最も安価です。しかし、計測部位近傍で、弁等の調節を行う場合は、現場確認できないと言う問題が有ります。

この場合は、これらの「隔離方法」が採用できない事になります。この場合は、【ＳＤＰ－１．０ＥＬ】のよ

うな「電気式圧力センサー」を採用するしか方法がないと言えます。そして、「雨滴」等の保護のために、例えば、アクリ

ル樹脂性のボックス｛＝特注で、供給可能です｝に、当該圧力計を格納する事に成ります。 

最後に、今回のご質問に対する回答として纏めますと、従来のご使用で、仮に、Ｔ時間の使用実績が有ったとすれば、

表１の「②」の対応で、同じ使用条件ならば、恐らく１０倍以上の耐久性の確保が可能｛＝(註)数値には、具体的な

意味は有りません｝と考えます。また、「③」と「②」の併用で、突発的なトラブルを除き、半永久的に、振動による

問題は解消されると考えます。 

これらの場合でも、重要部分を、前述の「図５」のように、防振構造に配置する事は非常に重要です。 
 

圧力計測において「外部振動」の影響を除外するには、 

①外部振動からの保護・抑制、②振動源からの「圧力計」の隔離、 

③振動に強い「圧力計」の採用、④上記の併用を行う、事が重要！！ 
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 ①計測部配管部品、②柔軟な樹脂製配管、 
 ③配管部品、④隔膜式圧力センサー 
 ⑤グリセリン封入ブルドン管式圧力計、 
 ⑥取付ステイ、⑦車両取付ステイ、 
 ⑧防振材料（ゲルクッション等）、⑨固定ネジ 
 

図５ 圧力計の取付例 
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（ⅲ） 

①設置が容易、②計測流体の温度影響

を排除可能、③耐震性はほぼ１００

(%)担保される、④雨滴等の暴露問題

が無い 

①特注品の製作が必要、②計測流体の

温度影響を排除可能、③耐震性はほぼ

１００(%)担保される、④雨滴等の暴

露問題が無い、⑤電気式圧力センサー

使用時に防爆仕様の場合に用いられる 

①電気式圧力センサーで高精度計測、

②計測流体の温度影響に問題、③耐震

性が改善されるが、（ⅰ）との併用で、

１００(%)担保される、④雨滴等の暴

露に注意〔但し、（ⅰ）との併用で解消〕 
 

図２ 隔離の一例 

 

表１ 外部振動に対する圧力計の適用方法 
 

 対処方法 具体的方法 対応結果 

① 外部振動の抑制 
圧力計の取付部に、防振ゴム等の振

動吸収機構を設けます。 

✽完全な対応は、困難。 

 

（ⅰ）計測部位から、振動源から隔

離された場所まで、圧力導管を延長

させて、当該場所に、「圧力計」を設

置します。 

✽ほぼ所要の目的が達成されます。 

✽「ブルドン管式圧力計」も使用可能。 

✽「①」と「②」を併用すると更に最適で

す。 

✽圧力応答性能が悪化します。 

② 振動源からの隔離 

（ⅱ）計測媒体の温度も高い等の条

件の場合は、「隔膜マジック・ジョイ

ント」部から、「圧力計」の間の距離

を長くして、振動の問題ない場所に、

「圧力計」を設置します。 

✽ほぼ所要の目的が達成されます。 

✽「ブルドン管式圧力計」も使用可能。 

✽「①」と「②」を併用すると更に最適で

す。 

✽圧力応答性能が悪化します。 
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  （ⅲ）「隔膜式圧力センサー」のセン

サーに、圧力トランスデューサを取

付け、振動の問題ない箇所に「デジ

タル流量表示計」を設置します。 

✽ほぼ所要の目的が達成されます。 

✽電気式圧力センサーが使用されます。 

✽価格が上昇します。 

✽防爆環境では、問題が有りますので、そ

の場合は、上記の「（ⅱ）」が併用されま

す。 

（ⅰ）電池式圧力計への変更 

【ＳＤＰ－０．５ＥＤ】 

✽『耐振動・耐衝撃性；１０～５５(Hz) 振

動 0.75(mm)・10Ｇ（Ｘ，Ｙ，Ｚ)各３回試

験）』の性能ですので、ほぼ所要の目的が

達成されます。 

✽但し、長期耐久性、防爆性を考えた場合

は、前掲の「②」の併用が望まれます。 
③ 

耐振動特性に優れた 

「圧力センサー」 （ⅱ）電気式圧力計への変更 

【ＳＤＰ－１．０ＥＬ】 

✽『耐振動・耐衝撃性；１０～５５(Hz) 振

動 0.75(mm)・10Ｇ（Ｘ，Ｙ，Ｚ)各３回試

験）』の性能ですので、ほぼ所要の目的が

達成されます。 

✽但し、長期耐久性、防爆性を考えた場合

は、前掲の「②」の併用が望まれます。 
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     (註)「(株)エクシールコーポレーション」様からは、転載許可についてのご承認を得ております。 

 

【文責；㈱技術開発総合研究所® 本望 行雄】 
(２００７年０２月０８日記述) 

 
 

 

「振動対策機器」や「特殊装置」は、 
「techno-max.net」が承りますので、ご相談下さい。 

 

 

 
 


