
薄膜をステンレス鋼に被覆したセンサーエレメントと自社開発によるASICを理想的に組み合わ
せた結果、圧力変動の高度な動的測定に適した、頑丈な圧力トランスミッタ「NAH 8254」が誕生
しました

特にテストや試験等の多くの用途では、圧力変動の高度な動
的測定によって、バルブの開閉挙動の分析や爆発や爆発的な
圧力の上昇の追跡、または液圧システム内の短時間の圧力
ピークの調査等が行なわれます。工業用途向けに市販されて
いるトランスミッタでは通常、このように高周波の信号を正し
く記録できません。この理由は、内部の電子機構の性能が十
分に高くないことと、不要な情報によって処理する側のコン
トローラに負荷がかかりすぎないように、意図的に信号が抑
制されていることにあります。このため、高速信号用としては
特別に開発された特殊圧力トランスミッタが市販されていま
す。これらのトランスミッタでは、周波数リミット(囲み参照)が 
5...50kHzとなっています。ここで使用されているセンサー技術
によるメリットはもちろんありますが、デメリットもあります。
圧力変動の高度な動的測定用として現在までに最もポピュラ
ーな方法としては、 ピエゾ電子センサー技術があげられます。

動的圧力変動がある間だけ信号を供給するという物理的な測
定原理は、信号／ノイズ間隔が良い場合、そして高周波の場
合にのみ最適な方法といえます。また、高剛性を誇る構造のた
めに、非常に高い固有振動数が実現されていることも大きな
メリットです。ただし、このテクノロジーでは非常に困難で高要
求な製造技術が必要とされ、複雑な信号分析技術(電荷増幅
器)の使用によって高いコストが要されること、さらに原点がド
リフトしやすいというデメリットがありますが、適切な代替技
術がないため、やむを得ず多くのユーザーがこの技術を使用
しています。 
大幅に低コストな代替技術としては、ピエゾ抵抗による測定原
理が挙げられます。信号／ノイズ間隔が非常良いという理由
から、比較的簡単な増幅技術が可能となっており、センサー構
造はオイル充填式となっているため、ピエゾ電子原理と比べ
て動性および剛性が劣ります。しかし、ピエゾ抵抗技術におけ

る主なデメリットはドリフトしやすいという点にあり、これは高
温時に顕著にみられます。

薄膜をステンレス鋼に被覆する方法
を代替技術に
薄膜をステンレス鋼に被覆する技術はドリフト挙動からみる
と間違いなく最善の方法といえるでしょう。高周波に対応でき
ることは確かですが、前述の2つの技術と比べて信号／ノイズ
間隔が非常に短くなっています。特に高い動的信号の分析を
行なう際には、トランスミッタ内の分析用電子機構に非常に高
い要求が課されることから、信号／ノイズ間隔の短さこそが、
多くの高速圧力測定トランスミッタメーカーが前述のセンサ

限界周波数1-10 kHzを持つ様々なメーカーのトランスミッターと基準トランスミ
ッター(50 kHz、灰色の線)を動的測定し、比較したもの。青色の線はトラファグ社
製プロトタイプ（限界周波数10 kHz）の測定値を表しています。

トラファグの薄膜をステンレス鋼に被覆する技術によって、非常に優れた低いド
リフト性が実現されています。短い信号/ノイズ間隔は、相応に対応するASIC TX
によって補正されます。このようにして、このセンサー技術は優れた頑丈性と耐
久性を誇っています。

高度に動的な圧力変動の計測に、 
トラファグが革命を起こします 
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ー技術のいずれかに決定する要因となるのです。薄膜をステ
ンレス鋼に被覆した技術の開発におよそ35年もの経験を有す
るトラファグは、他の方法を試みます。特殊な増幅機能とフィ
ルタリング機能によってトラファグセンサー技術の要求に適切
に対応させた、自社開発によるASIC (application-specific in-
tegrated circuit)によって、 信号／ノイズ間隔の短さという欠
点を解決し、頑丈さと長期間の安定性という点で他のセンサ
ー技術に勝るこのテクノロジーは、他のメーカーがその限界
におよぶ領域でも適用することができます。トラファグは、薄膜
をステンレス鋼に被覆する技術とASIC (application-specific 
integrated circuit)という2つのコアテクノロジーを相互に調整
しながら開発を続け、高速圧力測定トランスミッタに課される
動作挙動への要求と厳しい条件下に設置される圧力トランス
ミッタに課される頑丈性への高い要求という2つの要求に対
応できる技術を実現したのです。
圧力トランスミッタの製造にあたっては、1つ１つのトランス
ミッタを圧力法線に従って厳密にキャリブレーションしていま

す。この際、直線化、原点修正、スパン修正のための修正係数
がトランスミッタ内のチップ、つまりここではTrafag-ASICの中
に保存されています。圧力およびそこから生じる変形に応じて
緩衝薄膜抵抗上で変化する個々のセンサーエレメント入力信
号の直線性、原点、スパン、25°C 以上または以下の温度補正
が、ASICに保存されているパラメータによって相応に修正さ
れます。

無限に速い圧力トランスミッタ
2x2 mmという小さなスペースに100,000個以上ものトランジ
スタを内蔵させたTrafag ASIC TXは、主に2つのエレメント、つ
まり非常に高性能なアナログ増幅機構とこれに理想的に適合
されたデジタル機構で構成されています。センサーエレメント
の入力信号はアナログ増幅機構ですでに98–99 %修正され、
リアルタイムで信号電子回路へ直接送られます。デジタル機
構によって修正された残りの1–2 %の信号は、アナログ増幅機
構の信号に混ぜられます。このコンセプトのメリットは、非常
に高い信号処理速度(デジタル機構での修正という点を除く)
にあります。これはアナログ・デジタル(A/D)コンバータとデジ
タル・アナログ(D/A)コンバータのサンプリングレートの影響
を全く受けず、アナログ機構からの影響をやや受ける程度とな
っています。これによって、トラファグの圧力トランスミッタは
非常に速く、それぞれの用途に合わせて干渉(EMV等)に対す
る感度を抑えるため、通常は電子的に緩衝が施されます。
信号速度に対する要求が特に高くない通常の工業用途では、
頑丈性と十分に速い動作挙動の間で何らかの妥協点をみつ
けて、目的に応じたレベルの測定が行なえるようにするという

方法がとられています。高い信号速度を達成しようとすると、
選択されたセンサー原理を問わず非常に複雑な配線が必要
となります。これは、特殊なシールドを施したケーブルが必要
となるからです。フィードバック等は供給電圧の波が測定トラ
ンスミッタだけでなく分析装置にも影響を与えますので、これ
を回避するためにも、シールド作業は丁寧に行なう必要があ
ります。
また、信号の緩衝を通常の工業用圧力測定トランスミッタより
も高くしたいというケースもあります。これは例えば、機械式の
液体ポンプから発生する高周波信号の波をなめらかにする処
理をコントローラではなく、すでにトランスミッタ内でしたい
場合等がこれにあたります。

厳しい状況下での使用に適した圧力
トランスミッタ
これまでその実力を実証してきた小型工業用トランスミッ
タ NAH 8254 (レンチサイズ19)をベースに、トラファグでは様
々なレベルの限界周波数を自在に選べる特殊仕様製品を提
供しています。これは、高動的圧力測定に対応できる20kHz 
(90%立ち上がり時間は18 µs、定格圧力の10...90%) から信号
を最大限なめらかにする11 Hzまでの範囲が可能です。薄膜を
ステンレス鋼に被覆したセンサーエレメントも、トランスミッ
タの基本的構造も、建設機材や林業用機材等による(振動、衝

パラレルミックス信号構造のTrafag ASIC TX (左)。顕微鏡を使用すると、チップ
の細かい構造が見えます(右)。 ASIC TXの構造:

完全デジタル信号処理仕様の従来の構造 (上の図) で
は、A/DコンバータまたはD/Aコンバータの速度によっ
て制限があります。トラファグの構造 (下の図) は2つの
信号コンポーネントで構成されています。ただし、大半(
信号の約98 %)は完全にアナログ方式で増幅、原点修正
およびスパン修正が行なわれるため、非常に高速となっ
ています。修正信号(温度と非直線性)だけが、比較的低
速になっています。ただし温度は、分単位の時間定数で
変動するため、時間的には問題ありません。非直線性の
修正に関しては多少問題になりますが、トラファグセン
サーの場合、これは全信号の約1 %にすぎません。つま
り、1 %の信号だけがコンバータの速度の影響を受ける
ことになります。

通常の信号連鎖は1つのパスで構成されています

Trafag Mixed Signal ASIC 構造では、増幅パスと補正パ
スで構成されています
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撃、温度変動、高い圧力ピーク等による)極度に厳しい状況下
でもその実力を十分に発揮し、測定・試験機器業界で稀に見
る高い頑丈性、信頼性を誇っています。 <

データシート: www.trafag.com/H72304

情報 

限界周波数 増幅器では、元の信号を増幅した際に最大増幅値よりも3dB小さくなる周波数を限界周波数と呼びます。
限界周波数よりも高い周波数をともなう信号も検知されますが、その際、ダイナミック性と正確性は下がり
ます。

サンプリング周
波数

デジタル信号処理ユニットで連続的なアナログ信号をサンプリングし、処理する頻度をさします。サンプリ
ング周波数が元の信号で発生する最高周波数よりも倍の速さに満たないと、信号の歪みにつながるエイ
リアシング作用が発生することがあります(ナイキスト・シャノンの定理)。

立ち上がり時間 出力信号波形が理想的な、長方形の入力信号波形に変わるまでの間で、一定の値(例:  
有効値の90%)に達するまでにかかる時間。
立ち上がり時間 (tr = rise time) から限界周波数 (fg)への換算:

 fg = 1 / (2π∙tr/2.2)

帯幅 上下の限界周波数の間の周波数域。圧力トランスミッタの場合、これは 0 Hz と最大限界周波数の間となり
ます。

Trafag AG sensors & controls 
トラファグは、圧力、温度、気体の密度を監視する高品質
センサーとモニタリング装置の分野で世界をリードする
サプライヤーです。標準的かつ設定可能な製品を幅広く
取り扱いながら、トラファグではOEM顧客向けにカスタ
マイズソリューションもご提供しています。トラファグ社
は、1942年設立のスイス企業で世界40カ国以上に広範
囲の販路とサービス網を持っています。そのため、それ
ぞれの国でお客様のパートナーとして専門的にサポー
トができ、また可能な限り最高のサービスをご提供して
います。高い能力を有する開発部と生産部は、最高品質
と高精度のTrafag製品を迅速かつ信頼できるかたちで
納入し、お客様のご要望を迅速に対応できることを保証
します。

圧力トランスミッタ― NAH 20 kHz と標準的なトランスミッターの作動時間比較

圧力トランスミッタ NAH 8254、限界周波数 20 kHz、圧力変動の高度な動的測
定用: ここでは、移動式油圧トランスミッターの頑丈な構造と卓越した超高速電
子技術が組み合わさっています。
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