
ダイアフラム自動設計・製造ツールの開発

7 横河技報　Vol.50 No.2 (2006)

*1 生産事業部生産技術本部 伝送器生産技術部

ダイアフラム自動設計・製造ツールの開発
Development of Automatic Diaphragm Design and Manufacturing Tools

プロセス用差圧・圧力伝送器に使われる接液ダイアフラムは，圧力伝送器を構成する重要な部品の一つであり，

プロセス流体の圧力を感知するとともに，プロセス流体から伝送器本体を保護する役割を持っている。また，広

い圧力範囲で，多種多様な流体に接するため，耐食性，耐摩耗性を考慮した様々な形状，材料が使われている。

製品の小型化，高性能化に伴い，ダイアフラムの特性要求は厳しくなる一方，開発期間の短縮やコスト競争力

のある製品設計が求められている。製品コストの70％以上が初期設計段階で決定されるといわれ，コンカレン

ト・エンジニアリングの重要性が一層高まっている。

本稿では，製・技一体となって試作と設計変更を最小にするダイアフラム設計と成形金型の自動設計，評価

ツールを開発したので，その概要を紹介する。
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The diaphragms used in pressure and differential pressure transmitters for process automation are

one of their key components. Diaphragms serve to protect transmitters from process fluids, as well as to

sense process fluid pressures. Since a diaphragm comes into contact with a variety of fluids over a wide

pressure range, various diaphragm shapes and materials are used in consideration of corrosion and

wear resistance.

As products have been increasingly downsized and upgraded, the performance requirements for

diaphragms have become all the more severe. At the same time, manufacturers are required to shorten

product development cycles and make product designs more cost-competitive. At least 70% of product

cost is said to be dependent on the early phases of design, indicating the increased significance of

concurrent engineering.

This paper outlines the diaphragm manufacturing process and automatic molding die design and

assessment tool developed in a joint effort of the production and engineering units to minimize design

changes and the work involved in developing prototypes.

図1　差圧伝送器EJXシリーズ

1. は じ め に

当社のプロセス用差圧・圧力伝送器DPharpシリーズの

主要構成部品である接液ダイアフラムは，お客様の多様

なアプリケーションに対応するために，材料，形状を含め

多数のバリエーションをもっている。製品の小型化，高性

能化に伴い，ダイアフラムへの特性要求は厳しくなる一

方，開発期間の短縮やコスト競争力のある製品設計が求

められている。

しかしながら，従来のダイアフラム設計は，ノウハウや

勘に頼るところが多々あり，試作・評価を繰り返すカット

アンドトライの手法で多くの課題があった。この状況を
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①成形 ： ダイアフラム用の金属薄板をプレス成形 

②トリミング ： 成形時の余分なブランクを切り落とす 

③熱処理 ： 材料特性の調整 

④溶接 ： ダイアフラムの本体への取り付け 

①ダイアフラム解析モデル作成 

②ダイアフラム特性解析 

③ダイアフラム特性評価 

④設計パラメータの更新 

…ダイアフラム外径,  波形状,  板厚等を
パラメータとした解析モデルの作成 

…P-X特性解析が可能な有限要素解析ソルバ 

…最適化エンジンによる最適パラメータの探索 

…動作圧でのダイアフラム特性評価プログラム 

①ダイアフラム設計 

②ダイアフラム成形評価 

③ダイアフラム設計修正 

…ノウハウ・勘に基づき, 有限要素法による
数値解析などを活用し, ダイアフラムの板
厚, 波形状等を求める。 

…成型時のスプリングバック（戻り, 反り）量を
考慮した金型設計が必要。 

…所望のダイアフラムのP-X特性が得られる
まで, 試作, 評価を繰り返す。 
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打破すべく，製造・技術が一体となって，設計から製造ま

で含めた設計・製造プロセス全体の再構築を目指した。

本稿では，その中から接液ダイアフラムの設計と成形金

型の自動設計ツールの開発について，その概要を紹介す

る。図1に，本体に取り付けたダイアフラムの外観を示す。

2. ダイアフラム設計要件と従来の設計プロセス

ダイアフラムは，圧力－変位特性（P-X特性カーブ）に

よってその性能が表される。P-X特性は，圧力を受けた際

の中心部の変位量と圧力の関係を示しており，従来から

数値解析を設計プロセスに活用している（図2）。P-X特性

から要求されるダイアフラムの設計要件は，以下の3つで

ある。

①材料，板厚，外径，波形状

②許容応力（変位）

③製造方法

一般に，P-X特性は非線形特性を示すので，ダイアフラ

ムの設計プロセスは非常に複雑となる。諸パラメータの

決定には，通常有限要素法モデルによる数値解析を導入

しているものの，ダイアフラムの成形にはスプリング

バックといわれる‘戻り’や‘反り’があるので，経験や

勘に頼るところが多い。そのため，図3に示すように，ダ

イアフラムの開発には試作・評価の繰り返しが多く，開発

期間の読みも難しく，製品開発における大きな課題と

なっている。

3. ダイアフラム自動設計ツールの開発

ダイアフラム設計において，試作回数削減と設計期間短

縮を実現するための要素技術として，‘最適化設計法’‘ス

プリングバックを含む金属板成形解析法’を開発した。

（1）ダイアフラムの自動設計ツール

板厚，波形状等のパラメータを自動的に更新し，最適

パラメータを短時間に自動探索するツール。

（2）ダイアフラムの成形金型自動設計ツール

成形後のスプリングバックを考慮した成形金型形状

を，自動的に探索するツール。

3.1 ダイアフラム自動設計ツール

ダイアフラムの自動設計ツールでは，ダイアフラムの

用途により求められる圧力－変位特性（P-X特性）を実現す

るために，外径，板厚，波形形状等の設計パラメータを決

定する。

従来から行っていた圧力－変位特性の非線形解析に加

え，求められた特性解を評価し，パラメータを変更して再

計算を行い，所望のダイアフラム特性へ合わせ込む最適

化探索エンジンを組み込むことにより，設計プロセスの

図2　ダイアフラムの圧力－変位特性（P-X特性）解析例

図4　ダイアフラム自動設計プロセス

図3　従来の開発プロセス 図5　ダイアフラム製造工程
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自動化を図った（図4）。

非線形特性を推論できる最適化探索エンジンにより，

人手を介して行っていた設計プロセスを完全に自動化し

た。従来の設計プロセスでは，数十回の最適化探索が限度

であったのに対し，数千回にも及ぶルーチンの実行が可

能となった。同時に，各パラメータの圧力－変位に対する

感度評価が可能となり，経験的に理解されていた特性の

裏付けに役立った。

3.2 ダイアフラム成形金型自動設計ツール

ダイアフラム特性自動設計プロセスにより，ダイアフ

ラムの各パラメータが決定される。それに基づき，製造は

ダイアフラムを設計形状通りに作り上げなければならな

い。図5に，ダイアフラムの製造工程の概要を示す。

各製造工程を物理モデルに置き換え，計算機上でシ

ミュレーションするための手法の開発，精度の検証を

行った。

図6に，成形解析の事例を示す。左端を中心軸にした軸

対称モデルで，上下にある実線は成形後の金型表面を開

いた状態を示している。中央が，ダイアフラムの形状計算

結果である。この数値計算手法の確立により，成形金型の

自動探索ルーチンの構成が可能となった。算出したダイ

アフラムの成形形状と，設計形状との差異を評価関数と

して，その差異を最小にするように最適化エンジンを組

み込み，ダイアフラムが設計形状になるような金型を自

動的に探索できる仕組みとした。

図7に，金型形状の探索事例を示す。左端が，回転軸の

軸対称断面を示している。‘設計形状’が設計目標形状で

ある。‘成形金型’は，探索ルーチンにより算出された金

型形状であり，‘探索結果’は，その金型で成形された時

のダイアフラム形状を示す。‘初期値’は，ダイアフラム

の設計目標形状そのものを金型とした時の成形後のダイ

アフラム形状を示す。この差は，スプリングバック量を示

しており，金型形状検索時の合わせ込みルーチンの初期

値としている。

図8の‘試作品’は，探索ルーチンで導き出した‘成形

金型’を実際に製作し，その金型で成形した試作ダイアフ

ラムの形状測定結果（3枚分）である。‘探索結果’と示し

た計算上のダイアフラムは，‘設計形状’（目標形状）ダイ

アフラムとほぼ同じであるが，試作品は若干浅く成形さ

れている。計算時間を優先して，成形解析時に材料の弾塑

性物性（応力－歪み曲線）を，2直線近似式で簡易的に表現

したことによる誤差である。要求精度や計算時間に応じ

た計算条件のチューニングが肝要である。

図6　成形解析事例

図8　金型形状検索結果の検証図7　金型形状探索事例
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図9は，前記した‘探索結果’ダイアフラムの計算上の

P-X特性と，‘試作品’ダイアフラムのP-X特性との差を

示す。‘試作品’ダイアフラムは，‘探索結果’より圧力を

受けた際の中心変位が大きく，若干柔らかめのP-X特性

を示す。これは，‘試作品’と‘探索結果’との波形状の

違いによることを，再計算により確認した。

今回開発した金型自動探索ツールにより，経験や勘に

頼っていたスプリングバックやトリミングの影響等の推

測精度を，大幅に向上させることができた。これにより，

従来，数十回の試作評価を重ねて開発していた成形金型

を，数回の試作サイクルで短期間に製作することが可能

となった。

4. ダイアフラム成形金型の加工精度評価ツール

ダイアフラム成形金型は，最適化設計ツールにより求

めた金型形状に従って，NC機械で加工される。金型の加

工に加え，加工形状の精度評価も重要なプロセスである。

従来，波形加工部形状測定には，触針の形状測定装置を

使っていたが，測定箇所が多いので効率的ではなかった。

今回，形状測定に3次元測定器を使用し，高精度化すると

ともに，加工精度評価にはPCの汎用表計算ソフト（Excel）

を用い，現場で即座に評価できるようにした。図10に，本

器の外観を示す。

表計算ソフトには，NC加工機への教示データであるG

コードを解読するマクロを組み込んでおり，3次元測定

器からの形状測定データと，Gコードにより加工誤差を

計算させ，その結果をグラフにして表示する。その一例

を，図11に示す。

5. お わ り に

プロセス用差圧伝送器におけるダイアフラムの設計か

ら製造までのプロセス全体を見据えた改革への取り組み

について，その一部を紹介した。

ダイアフラムは圧力の受け口であり，シリコン振動式

圧力センサに並ぶキーデバイスである。ダイアフラムの

圧力－変位特性への影響は，成形金型の精度以外にも多

くの要因がある。例えば，プレス成型手法，溶接手法，材

料，およびそのばらつき等がある。設計・製造プロセスの

更なる改善，改革活動を継続し，お客様の様々なアプリ

ケーション要求に応えていきたい。
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図10　波形形状測定（3次元測定器）

図9　成形金型設計プロセスの検証 図11　成形金型加工精度評価
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