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シリコンレゾナントセンサを搭載することによって優れた長期安定性を実現したディジタル圧力計 MT シリー

ズは，製造，研究・開発，校正など，産業分野において広く使用されている。国家計量標準機関において国家

標準の国際比較の仲介器（Transfer standard）として使用されている実績もある。しかし，従来の MT シリーズ

は，長期安定度は良好であるものの直線性には改善の余地があった。この問題を解決すべく，我々は産業技術総

合研究所 計量標準総合センターと共同研究を行い，共同研究で得られた調整技術を用いて新ディジタル圧力計

MT300 を開発し，販売に至った。本稿では，産業技術総合研究所 計量標準総合センターによる評価結果を交え

て直線性を改善した技術を紹介するとともに，調整に使用した同期測定機能についても解説する。

Yokogawa’s MT series digital manometers equipped with a silicon resonant sensor have 
excellent long-term stability and are widely used in various industries for manufacturing, 
research and development, and calibration. An MT series digital manometer was selected 
by national metrology institutes as a transfer standard for the international comparison of 
national pressure standards. However, there is still room for improving linearity. Yokogawa 
thus developed a new adjustment method through collaborative research with the National 
Metrology Institute of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 
(NMIJ/AIST) and incorporated it into the new MT300 digital manometer. This paper describes 
this adjustment method, evaluation results obtained from NMIJ/AIST, and a synchronous 
measurement technology used in this method.

1. はじめに

ディジタル圧力計は，これまで標準器として一般的に
使用されてきた重錘形圧力天びんと比べて利便性（軽量，
高可搬性，高操作性）に優れている。また，近年測定対
象の高精度化とともにディジタル圧力計の精度も向上し
てきており，広い産業分野において圧力標準器として使
われるようになってきた (1)。測定対象のさらなる高精度
化とシステムの自動化の進展に伴い，ディジタル圧力計
が活用される機会は今後もさらに増えることが予想され，
その高精度化とユーザビリティのさらなる向上が不可欠
である。

横河計測は，2019 年 9 月，MT210/220 の後継機種
として MT300（ゲージ圧モデル：４レンジ，絶対圧モデル：

１レンジ，差圧モデル：４レンジ）を発売した。さらに，
2020 年 4 月にはより高い圧力の測定を可能にした高圧
レンジモデル（ゲージ圧，絶対圧モデル：各２レンジ）
をラインナップに追加した。図 1 に MT300 の外観を示す。
MT300 は，従来製品と同様に長期安定性に優れたシリコ
ンレゾナントセンサ (2) を搭載し，従来製品よりも高精度
かつ高機能を実現している。

図 1 ディジタル圧力計 MT300 （左）差圧レンジ：1 kPa
モデル，（右）ゲージ圧レンジ：200 kPa モデル（24 V 

DC 出力，電圧電流測定オプション付き）
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2. MT300 の開発方針

横河計測のディジタル圧力計 MT シリーズの主なユー
ザは，校正機関，圧力機器（圧力センサ，圧力計，圧力
コントローラ等）メーカー，その他民生機器メーカーで
あり，用途としてはラボユースが多い。これらに加えて，
MT300 はバッテリー駆動やループ電流測定が可能であ
ることから，IA メンテナンス市場においても需要がある。
このような多彩なアプリケーションで使用される状況に
おいて，近年のディジタル圧力計に要求される仕様や機
能は，高精度化に加えて次に示すような複数の要求が顕
在化している。

 • レンジの追加（高圧アプリケーションの拡大）
 • レンジの拡張（校正対象の定格以上の圧力測定要求）
 • 通信インタフェースの刷新（システムの自動化）
 • 校正周期の延長（ランニングコストの低減）
 • 表示分解能の向上（校正における不確かさの低減）
 • 大気圧変動等の外乱影響の低減（多点測定，微圧測定）
これらの要求に応えるべく，MT300 では，新たにゲー

ジ圧として２レンジ（16 MPa，70 MPa），絶対圧として
２レンジ（700 kPa，3500 kPa）をラインナップに追加
した。さらに，130，700，3000 kPa という従来のゲー
ジ圧レンジを，それぞれ 200，1000，3500 kPa に拡張
した。

近年，PC を含むシステムの自動化が進んでいることを
考慮し，通信インタフェースは GPIB，USB，Ethernet を
標準搭載し，システム内へのアドオンを可能とした。

また，従来製品の特長でもある長期安定性能は，蓄積
された従来製品のデータや，MT300 の開発を進める中で
の性能評価，産業技術総合研究所との共同研究において
の経年変化評価（後述）に基づき，従来製品では６か月
であった確度保証期間を MT300 では 12 か月に延長した。

校 正 の 分 野 に お い て は，JCSS（Japan Calibration 
Service System）等の ISO/IEC17025 に基づく校正への
市場要求の高まりから，不確かさの低減に寄与する高表
示分解能のオプションを追加した。

また，多点測定や微圧測定に有効な同期測定機能 (3) を
新たに採用した。これは，今回紹介する調整技術にも採用
されており，製造工程の自動化にも不可欠な機能である。

次章から，MT300 の高精度化のために取り組んだ直
線性の改善と，同期測定機能の詳細について紹介する。

3. 直線性改善

3.1 従来製品の特性
図 2 に，2014 年 10 月から 2016 年 11 月までの２年

間における MT210（差圧レンジ：10 kPa）の校正結果
を示す。２年間の校正結果のばらつきは最大で 0.06 Pa
であり，優れた長期安定度を示した。一方で，校正曲線
は 4 kPa 以上で非線形性が顕著になり，8 kPa において

は標準器との偏差が -0.8 Pa であった。これについては，
産業技術総合研究所 計量標準総合センター（以下，産
総研という）が使用している MT210 についても同様の
特性が報告されている (4)。図 2 のような校正曲線を持つ
ディジタル圧力計の表示値を校正値から求めた内挿式で
補正する場合，低次の内挿式では実際の結果と計算値の
乖離が大きく，不確かさにも大きく影響する。また，高
次の内挿式を得るには校正点と校正点数の最適化に多く
の測定を要する。直線性の改善はこれらの問題の解決に
寄与し，ユーザにとってもメリットとなる。

図 2 MT210（差圧レンジ：10 kPa）の 
校正結果と長期安定度

シリコンレゾナントセンサを使用した圧力センサの長
期安定度やヒステリシスがセンサの構造に大きく依存す
るのに対し，直線性は補正係数の最適化によって調整す
ることができる。そこで，産総研と進めていた圧力仲介
器開発の共同研究の中で，調整プロセスにおける補正係
数の算出方法を見直した圧力センサを試作した。試作し
た圧力センサは，産総研による校正で良好な特性を確認
した。本章では，この共同研究の内容と，そこで得られ
た圧力センサの特性について紹介する。

3.2 産業技術総合研究所との共同研究
我々は，過去に NIST（National Institute of Standards 

and Technology：アメリカ国立標準技術研究所）等の国
家計量機関からの要求を受け，表示器や操作キーを持た
ない小型のディジタル圧力計 265381/Z を提供していた。
我々は，このような圧力測定に特化した圧力計を圧力セ
ンサと呼び，MT300 等のディジタル圧力計と区別してい
る。265381/Z は，圧力国家標準の国際比較の仲介器と
して使用された実績を持ち (5)(6)，現在でも供給を望む声
がある。そこで，国際比較の仲介器として利用できる性
能を持ち，かつ継続的に供給可能な圧力センサの開発を
目指し，2016 年から産総研との共同研究を開始した (7)。
これにより，我々が調整した圧力センサを，産総研が保
有する圧力標準によって評価することが可能となった。
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図 3 試作した圧力センサ（差圧レンジ：10 kPa）の外観

共同研究のために試作した圧力センサの外観を図 3 に
示す。この圧力センサは 265381/Z をベースに設計した。
前面に入力ポート，背面に PC との通信と電源供給用の
USB ポートを備え，圧力値の取得や各種設定は PC 側で
行った。内部には，従来と同じシリコンレゾナントセン
サを組み込んだセンサカプセルに，フランジを組み合わ
せたアセンブリと，センサの信号処理と通信用の基板を
搭載した。特性を改善するため，センサカプセルは，一
部のレンジを除いてボディサイズ（ダイアフラムサイズ）
を変更する等の専用設計とした。

3.3 圧力センサの調整方法
圧力センサの試作において，調整方法は MT300 の製

造にも応用できること，および複数の圧力センサを同時
にかつ自動化できることを前提に検討した。

圧力センサは，シリコンレゾナントセンサの振動子周
波数と補正係数からなる式で圧力値を演算する。その式
は振動子周波数の関数であり，補正係数は圧力センサの
特性を特徴づけるパラメータである。調整プロセスでは，
被調整器となる圧力センサに圧力を印加してそのときの
振動子周波数を測定し，振動子周波数を代入した式の結
果が，印加した圧力と一致するように補正係数を算出す
る。従来製品の調整プロセスでは，印加圧力を測定する
標準器の直線性が非線形であり，この測定値を基準とし
て補正係数を算出していたため，被調整器の直線性も非
線形になったと推測される。そこで，共同研究用の圧力
センサの調整プロセスでは，産総研または横河電機で校
正された標準器を使用し，その校正値で補正した測定値
を基準として補正係数を算出する手法を採用した。産総
研で校正した標準器を使用することによって，産総研の
圧力標準に対する偏差を低減した優れた直線性を得られ
ることが期待される。

調整プロセスでは温度と印加する圧力を変えながら，
恒温槽内に設置した複数台の圧力センサに対して圧力コ
ントローラから圧力を同時に印加し，圧力センサから出
力される振動子周波数を測定した。印加した圧力は恒温
槽外に設置した標準器で測定し，その測定値を標準器の
校正値で補正して補正係数の算出に使用した。このとき

圧力コントローラの出力が変動すると，標準器，センサ１，
センサ２，という順序でデータを取得した場合，標準器
とセンサのデータに変動分の差が生じるために調整に影
響が出る。この影響を低減するため，後述する同期測定
を採用した。

また，直線性は，補正係数の算出に使用する圧力点の
組み合わせにも影響される。そのため，圧力点の組み合
わせを変えた複数の条件から補正係数を求めて圧力値を
計算し，その直線性を確認するシミュレーションを繰り
返したうえで，直線性が最良となる圧力点の組み合わせ
を決定した。この組み合わせは，MT300 のセンサ調整に
も反映した。

3.4 試作した圧力センサの特性
ここでは，産総研による圧力センサの校正結果を紹介

する。図 4～ 6 は全て産総研によって，産総研が保有す
る圧力標準と圧力センサを直接比較することにより得ら
れたものである。また，グラフのエラーバーは校正の拡
張不確かさ（κ  = 2）を示している。

図 4 に，２台の圧力センサ（差圧レンジ：10 kPa）の
校正結果を示す。産総研の圧力標準に対する偏差は，最
大で 0.07 Pa であった。これを，この圧力センサの調整
用標準器とした MT210 の校正結果（図 2 参照）と比較
すると，直線性が大幅に改善していることが分かる。さ
らに，２台の校正結果の個体差は最大で 0.03 Pa であっ
た。10 kPa のレンジでは 3.3 節で示した調整方法が直線
性の改善に有効であることとともに，非常に小さな個体
差を実現できることも確認された。

この調整方法を他の圧力レンジにも応用して効果を
確認した。図 5 に，絶対圧レンジを 130 kPa とする調
整方法の異なる２台の圧力センサを，産総研において校
正した結果を示す。圧力センサ A は，我々が保有する
MT210（絶対圧レンジ：130 kPa）の測定値を補正せず
に基準として調整した。圧力センサ B は，このセンサ A
を標準器とし，その測定値を図 5 に示した産総研での校
正結果で補正した圧力値を基準にして調整した。両者の
校正曲線を比較すると，センサ B の直線性が，圧力セン
サ（差圧レンジ：10 kPa）と同様に改善されていること
が分かり，この調整方法が様々なレンジの直線性改善に
有効であることが確認できた。

直線性が改善されれば確度仕様に対して余裕が生ま
れ，かつ経時変化が小さければ確度を保証する期間を延
長することができる。そこで，圧力センサ（差圧レンジ：
10 kPa）の長期安定度を確認するために，2017 年 3 月
と 2018 年 1 月の校正結果を比較した。図 6 に比較結果
を示す。10 か月の間隔があるが，校正結果は 0.04 Pa 以
内で一致した。これは，試作した圧力センサと同じセン
サカプセルを搭載する MT300 の確度仕様に対しても，
十分な余裕を持つものであった。また，シリコンレゾナ
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ントセンサの優れた長期安定度は，3.1 節で紹介した従
来機種である MT210 の校正結果からも確認することが
できる。これらの実績を踏まえて，MT300 では確度保証
期間を１年に延長した。

図 4 圧力センサ（差圧レンジ：10 kPa）の校正結果

図 5 圧力センサ（絶対圧レンジ：130 kPa）の校正結果

図 6 圧力センサ（差圧レンジ：10 kPa）の長期安定度

3.5 MT300 の特性
MT300 の製造設備の構築においては，調整・検査用

の標準器として，ラインナップされている全圧力レンジ
をカバーできる９レンジの圧力センサを製作した。それ
らは全て前述の方法によって調整され，産総研の校正に
よって特性を確認した。この圧力センサを組み込んだ設
備を用いて，製造試作フェーズで製作した MT300 の確
度を評価した結果の一部を紹介する。

図 7 に MT300（差圧レンジ：10 kPa），図 8 に MT300（絶
対圧レンジ：130 kPa）の評価結果を示す。圧力は，圧
力コントローラから MT300 と標準器に同時に印加した。
昇圧と降圧の順に３往復させ，その時の MT300 と標準
器の測定値の偏差を求めた。また，この評価用の標準器
にも，3.3 節の方法で調整した圧力センサを使用した。

図 7 MT300（差圧レンジ：10 kPa）の確度評価結果

図 8 MT300（絶対圧レンジ：130 kPa）の確度評価結果

3.4 節で紹介した試作した圧力センサの特性と同様
に，図 7，8 では図 2 の MT210 や図 5 の圧力センサ A
が示したような非線形性は見られず，MT300 も従来製
品と比較して直線性が改善されていることが確認できた。
MT300 の調整・検査工程は，圧力コントローラと，標
準器となる圧力センサを組み合わせた装置によって自動
化されている。また，センサカプセルは４台同時に調整
することができる。これによって，優れた直線性を持つ
ディジタル圧力計を効率良く製作することが可能となっ
た。次章では，この MT300 の調整・検査工程にも取り
入れ，特に微圧レンジの調整・検査の自動化に大きく貢
献した同期測定機能について説明する。

4. 同期測定機能

圧力測定アプリケーションの中には，多点測定，微圧
測定，標準器との比較校正がある。これらの圧力測定を
実施する際には，測定したい圧力を入力するために操作
が容易な圧力コントローラを使用することが多いが，こ
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の圧力コントローラの制御圧の変動が高精度測定の際に
は誤差となり得る。その影響は，微圧測定の際に最も顕
著となる。微圧測定においては，圧力コントローラで設
定圧を一定に制御するのが困難であり，かつ SN 比が小
さいため，制御圧の変動や大気圧の変動による影響が大
きくなる。

図 9 は，圧力測定器の検査（あるいは校正）システムの
一例を示している。図 10 は，変動する入力圧における測
定タイミングの差異で生じる誤差を示しており，図 10 中
の矢印は，それぞれ測定の基準となる圧力計（以下，基準
圧力計という）と DUT（Device Under Test: 被検査器）の
測定タイミングを示している。図 10 に示すように，入力
圧は変動するため，各測定器の測定タイミングが異なると，
基準圧力計と DUT との間に測定値の差が生じてしまう。

図 9 圧力測定器の検査・校正システムの一例

図 10 測定タイミングの差異で生じる誤差

MT シリーズには微圧測定用としてレンジが 1 kPa
のモデルがあり，その調整・検査を行う際に，従来の
MT210/220 では，圧力コントローラではなく２台の重錘
形圧力天びんを使用して差圧を発生させていた。これは，
当時 1 kPa を安定して発生できる圧力コントローラが容
易に入手できなかったためであるが，手動で操作する重
錘形圧力天びんで微圧を発生させることは困難であり，
かつ自動化もできないために多くの工数を要していた。

一方，MT300 では，1 kPa レンジの調整・検査におけ
る圧力源に圧力コントローラを採用し，さらに，制御圧
の変動や大気圧の変動をキャンセルする手段として同期
測定機能を活用することにより，製品の調整・検査の自

動化を実現した。図 11 は，MT300 を調整する際の機器
の接続図を示している。

図 11 MT300 調整時の接続図

同期測定機能は，圧力測定器にソーストリガおよびト
リガ入力機能を持たせることで測定タイミングを合わせ，
入力圧の変動により複数の圧力測定器間に生じる測定値
の差を減らすことを可能とした機能である。基準圧力計
内で生成されたトリガ信号は，基準圧力計の測定タイミ
ングと同時に DUT ①に伝送され，DUT ①は入力されたト
リガ信号によって基準圧力計と同期して圧力を測定する。
さらに，DUT ①が伝送されてきたトリガ信号を DUT ②へ
直接出力することで，DUT ②へ基準圧力計のトリガ信号
が伝送される。DUT ②は DUT ①と同じ動作を実行するこ
とで，基準圧力計と DUT 機器の同期測定が可能となる。

同期測定機能を検証するため，図 12 のように機器
（MT300: 図 12 中の MT1 ～ MT3）を接続して同期測
定と非同期測定のそれぞれの場合のデータを比較した。
図 13 は実際に圧力コントローラから 1 kPa を入力した
ときの入力圧変動のモニタ結果，図 14 は非同期測定時
の基準圧力計と DUT の差分，図 15 は同期測定時の基準
圧力計と DUT の差分をそれぞれ示している。これらの結
果を見ると，圧力コントローラの制御圧が図 13 のよう
に変動する条件下では，非同期測定時は測定のタイミン
グによって基準圧力計との差分が P-P で最大 3.63 Pa 生
じていることが分かる。一方，同期測定時は，測定のタ
イミングによらず基準圧力計との差分が一定で，その差
分は P-P で最大 0.17 Pa であり，基準圧力計とほぼ同等
の測定値が得られることが確認できた。

図 12 同期測定機能検証用接続図
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図 13 入力圧（1 kPa）の変動

図 14 非同期測定時の基準圧力計と DUT の差

図 15 同期測定時の基準圧力計と DUT の差

この同期測定機能は MT300 に実装されており，様々
なアプリケーションで活用されることが期待できる。例
えば，図 16 のような掃除機の吸込仕事率測定では，２
か所での圧力測定（均圧容器内の負圧測定とピトー管を
用いた風量測定）が必要である。このアプリケーション
では，測定対象の圧力が常に変動しているが，同期測定
機能を使用することによって圧力測定のタイミングの影
響をキャンセルすることができ，負圧と風量を高精度で
測定することが可能となる。

図 16 掃除機の吸込仕事率測定

5. おわりに

ディジタル圧力計の直線性を改善する調整方法と，
MT300 の同期測定機能について紹介した。さらに新しい
試みとして，MT300 では，標準モデルの他に医療機器
メーカーや研究所向けの特注モデルを用意している。こ
の特注モデルは，計量法に則り，生体内圧力計量機器用
として SI 単位系に加えて医療・ヘルスケア分野で使われ
る mmHg や cmH2O 等の単位を使用することも可能であ
る。この特注モデルは，COVID-19 の影響による医療機
器（人工呼吸器や血圧計等）の開発や増産など，今後ま
すます活況になると予想される医療・ヘルスケア分野に
おける圧力計測ニーズに貢献していくことが期待される。

今後も圧力コントローラを含めた様々な圧力計測機器
を開発し，横河計測の圧力ビジネスを発展させるととも
に，社会に貢献していきたい。
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