
圧力トランスミッタメーカーのデータシートには、精度に関する情報が多様に記載さ
れています。しかし、大半の使用場面では、一部関係のない記載内容もあります。この
記事では、どのような場面でどの記載内容に留意すべきかを説明します。さらに、高要
求な工業用途の中でコストを最適化するために、長期間の安定性をもつ圧力トランス
ミッタが求められる理由をご紹介します。 

精度 = 正確性 + 精密性 
測定技術分野では、正確性と精密性を合わせて精度 と呼んで
います。正確性 とは、測定値と実際値がいかに近いかを表す
一方、精密性 とは同じ条件下で測定した場合の測定結果の繰
り返し精度をさします。つまり、精密な測定機器では、測定の度
に同じ値を表示することになります。この値は正しい場合も、誤
っている場合もあります。この値が正しい場合、この機器は正確
であると評価されます。つまり、精度の高い機器とは、高い正確
性と精密性を備えていなければならないのです。 
測定値の精度とは、測定値の最大誤差を意味します。これは、
測定値の変動率として表示されます。この測定値の最大誤差と
は、測定値に対する不安定性を表します。このため、測定不安
定性または測定値不安定性といった用語もよく使用されます。

精度、正確生、精密性。圧力トランスミッタ
に長期間の安定性が求められる理由  

+ High precision, low correctness; 0 High correctness, low precision;  
× High precision, high correctness
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温度が測定値におよぼす影響 
外部からの様々な要因が測定値に影響をおよぼします。この
ため、測定不安定性の原因となるそれぞれの要因がデータシ
ート上に記載されています。圧力トランスミッタの場合、本来
の圧力測定不安定性に加えて、主に温度 が測定精度に影響
をおよぼします。データシート上には通常、室温 (通常は 20 ～ 
25°C) における測定精度が記載されています。さらに、これを
超える温度またはこれを下回る温度によって生じえる誤差も
記載されます。通常この値としては、10 Kごとの誤差がパーセ
ンテージで記載されます。
測定値には、媒体温度も周囲温度も影響します。室温状態の
環境にトランスミッタが1個だけ設置される場合、温度による
影響を重視する必要はあまりありません。

室温における測定値の誤差

室温に関する主な記載内容とは、原点誤差 、最終値誤差、非直
線性 および ヒステリシス （大半の場合はNLHとして1つの値に
まとめられています）。これらの誤差は室温における測定値誤差

（トラファグではこれを精度@25°Cとも呼んでいます）としてま
とめられます（ただし、加算はされません）。
実際の使用前にコントローラの中で圧力トランスミッタの測定
値をゼロにセットすると、機械の機能に関してはNLHだけに留
意すればよいことになります。なぜなら、ゼロにセットしたこと
で原点誤差を（大半の場合は最終値誤差も）削除したことにな
るからです。これは例えば、ポンプ圧力を監視する際に、コント
ローラ中で立ち上がり時の全ての測定値を0にセットした場合
にあたります。ただし、設備の立ち上がり時にポンプ圧力が常
時0となっていることが前提条件となります。 

NLHだけに留意：圧力変化が機械制御の
トリガーとなる場合 
機械の制御のために圧力変化 だけが必要とされる場合に
も、NLHだけに留意します。油圧制御の場合（またはポンプの
場合にも）、既定値から一定の誤差が生じたら、ポンプをオン
にする、またはバルブを開く等の何らかのアクションを引き起
こして現在の圧力を制御範囲に抑えようとします。ここでは、圧
力が実際には10.0 bar あろうが、9.98 barあろうが、希望通りの
状態にある限り、有効圧力はあまり重要ではありません。なぜ
なら、大半の機械では機械の立ち上げの際に一定の基本パラ
メータに設定されているからです。ここでは主に精密性、つま
りNLH（再現性を含む）だけが重要な役割を果たします。絶対
的な精度はあまり重要ではありません。
精密性だけではなく、精度も問われる大半の他のケースでは、
原点誤差、最終値誤差、NLH が重要になってきます。この際に
は、室温における測定値誤差に関する記載を参考にする必要
があります。

温度が測定値誤差におよぼす影響：オフ
セット効果とヒステリシス効果
これは、温度が引き起こす誤差と似ています：静的作動温度
に到達後、トランスミッタがコントローラ中でゼロにセットさ
れた場合、またはより頻繁にある例としては、同じ条件下で既
定値を逸脱した場合にのみ制御が行なわれる場合（立ち上げ
時等）、トランスミッタの温度誤差はあまり重要な意味をなし
ません。圧力トランスミッタの測定値誤差が温度に与える影響
もオフセット効果とヒステリシス効果 に区別されます。非静的
温度状況が重視される場合には、少なくともヒステリシス効果
が重要な役割を果たします。
圧力測定における温度効果を補正するかしないかを、製品選
定の際に配慮する必要があります。なぜなら、温度トランスミ
ッタにおける温度による影響を補正できる機能の付いたトラ
ンスミッタは価格がより高くなるからです。

精度の高い圧力値の測定：総合誤差バン
ド
高い精度で圧力値を測定しなければならない場合（負荷監視
時に、不一定な温度条件下で、一定の負荷が生じた時点で力
を作用しなければならない場合）には、総合誤差バンド（TEB 
Total Error Band）を参照します。ここには、個々の誤差がまと
められています。室温の逸脱が大きくなればなるほど、総合誤
差は大きくなることから、トラファグのデータシートではこれら
の値を補正温度範囲の最終値をもとに記載しています。また、
総合誤差に関する記載は使用温度の経過としてグラフに記載
しています。
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Pressure pulses: 2x nominal pressure, 17 Hz sinusoidal, temperature: 30°C 
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Life cycle testing 

TEB Total error Band 
NL  Non-linearity 
H Hysteresis 
CE Calibration error 
BE Fundamental errors (noise,  
 mounting error) 

TK Thermal errors (NP [zero point],  
 SP [span]) 
R Reproducibility 
D Longterm drift 
Z Zoom factor (rel. to full range  
 of sensor)

精度についての記載

精度: 非線形性、ヒステリシス

ヒステリシス

非線形性

繰返精度

負荷範囲 (%)
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長時間安定性への影響：劣化、使用環境
等
メーカーによる仕様に関する全ての記載内容は出荷時の条件
下における情報です。圧力トランスミッタの使用期間が長くな
ると、劣化、材料の疲労、消耗によって通常は測定値の逸脱が
大きくなります。このプロセスは個々の使用状況や使用中のセ
ンサー技術、トランスミッタのデザインや品質に応じて異なっ
てきます。トラファグの開発による、薄膜をステンレス鋼に被覆
した技術によって、トラファグ製圧力トランスミッタの測定値誤
差は年間値の3倍以下の値を行き来する漸近的な長期ドリフト
挙動を示していますが、競合製品によっては、耐久性試験の中
で何年もの間、測定値誤差がほぼ直線的に、または漸進的に
増加しているものもあります。特に、温度の上昇は長時間安定
性に大きな影響を与えます。例えば、工場出荷時に精度が0.3%
の圧力トランスミッタを使用する場合、（年間0.1%という低いド
リフト率でも）4年から5年で使用不可能となってしまいます。 
高価な機械および設備では、圧力トランスミッタの長い寿命お
よび高い長期安定性が求められます。なぜなら、運転の中断や
ダウンタイムは高コストの発生原因となるからです。この理由
から、長年にわたって高い精度が保証されている圧力トランス
ミッタの選定が不可欠です。圧力トランスミッタの調達時にコ
ストばかりを重視することは得策とは言えません。

公称圧力の2倍 の圧力を1000万サイクルまたは2000万サイクル負荷変動
後でもセンサが安定した状 態を維持し、ほとんどの場合、初期値から0.1 %
未満偏差に収まります。

トラファグによる薄膜をステンレス鋼に被
覆した技術
1年に0.1%以下というドリフト率は、トラファグ製圧力トランス
ミッタの大きな長所です。10年間使用したとしても、測定値の
大半は工場出荷時の 0.3% 以下となります。 
試験規格や試験基準が存在しないことから、トラファグではい
くつかの耐久試験を強制的に行なっています。ここでは各機器
の短所が非常に効率よく判明しています。中でも特に過酷な試
験は負荷サイクル試験です。ここでは、定格圧力の1.5倍以上の
圧力による負荷サイクルが2000万回実施されています。センサ
ーが破損することなくこの試験に合格する競合製品は多くあり
ません。これに対して、トラファグによる薄膜をステンレス鋼に
被覆したセンサーは、2000万回の負荷サイクル試験の実施後
にも0.05%以下という低いドリフト率を示しました。つまり、出
荷時の状態とほぼ同じで、破損もありませんでした。 
機械・設備メーカーの皆さまには、長年にわたって正常に、故
障なく機能できる機械を提供するという責任があります。この
ため、過酷な条件でも長年にわたって正常に機能するセンサ
ー機器の取り付けは非常に有利になることでしょう。なぜなら、
工業用途では測定信号の高精度、正確性、精密性、そして高い
長期安定性は不可欠だからです。 <

Life cycle testing

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。
www.trafag.com
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