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(57)【要約】
【課題】長期間にわたって被測定流体のゲージ圧を正確
に測定できる物理量測定装置を提供すること。
【解決手段】物理量測定装置１は、内部が密閉される筐
体２と、筐体２に収納され被測定流体の絶対圧を検出し
、検出した絶対圧に基づく第１絶対圧信号を出力する第
１絶対圧ユニット３と、筐体２に収納され筐体２の外部
の絶対圧を検出し、検出した絶対圧に基づく第２絶対圧
信号を出力する第２絶対圧ユニット４と、筐体２に収納
され第１絶対圧信号および第２絶対圧信号を入力して、
被測定流体のゲージ圧を算出する回路基板５と、を備え
ることを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部が密閉される筐体と、
　前記筐体に収納され被測定流体の絶対圧を検出し、検出した絶対圧に基づく第１絶対圧
信号を出力する第１絶対圧ユニットと、
　前記筐体に収納され前記筐体の外部の絶対圧を検出し、検出した絶対圧に基づく第２絶
対圧信号を出力する第２絶対圧ユニットと、
　前記筐体に収納され前記第１絶対圧信号および前記第２絶対圧信号を入力して、前記被
測定流体のゲージ圧を算出する算出部と、を備える
　ことを特徴とする物理量測定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の物理量測定装置において、
　前記第２絶対圧ユニットは、
　前記筐体の外部に連通する第１室と、前記筐体の内部に連通する第２室とが設けられた
センサケースと、
　前記センサケース内に設けられ、前記第１室と前記第２室とを仕切るダイアフラム部と
、
　前記第２室に設けられ、前記ダイアフラム部を支持する筒状の支持部と、を備える
　ことを特徴とする物理量測定装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の物理量測定装置において、
　前記センサケースは、筒状部と、前記筒状部から外周方向に延設されたフランジ部と、
前記筒状部から前記筐体の外部に向かって突出する突出部とを有し、
　前記突出部には、前記第１室と前記筐体の外部とを連通する連通孔が設けられる
　ことを特徴とする物理量測定装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の物理量測定装置において、
　前記センサケースは、筒状部と、前記筒状部の一方の開口端部に設けられる底板部と、
前記底板部に設けられ前記筐体の外部に向かって突出する突出部とを有し、
　前記突出部には、前記第１室と前記筐体の外部とを連通する連通孔が設けられる
　ことを特徴とする物理量測定装置。
【請求項５】
　請求項２から請求項４のいずれか一項に記載の物理量測定装置において、
　前記支持部の内部に収納される検出基板を有し、
　前記ダイアフラム部、前記支持部、および、前記検出基板により密閉された空間が形成
され、
　前記空間には、封入液が封入されている
　ことを特徴とする物理量測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物理量測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、貯留タンクや配管等の液圧を測定し、液面の高さ等を計測する液位計が知られ
ている。この種の技術として、ゲージ圧（相対圧）センサを使用し、液圧と外圧との差分
を算出して、液圧のみを求める技術がある（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１では、センサ内に外気を導入する必要があるので、センサ内
外の温度差が大きいと、センサ内やセンサ内に外気を導入するエアチューブ内等で結露が
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発生し、測定誤差や測定不能といった不具合が生じてしまう可能性がある。
　そこで、この種の液位計において、センサ内に結露が生じることを防ぐ技術が知られて
いる（例えば、特許文献２）。
【０００４】
　特許文献２では、ダイアフラムや基板等を収納する筐体を密閉し、かつ、筐体内の圧力
を、筐体の外側の圧力（大気圧）と等しく維持するように変形可能な弁体を設けることに
より、ゲージ圧を測定可能に構成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－１１１１６３号公報
【特許文献２】特許５８９９５７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献２では、弁体を変形させることで筐体の内外における圧力差を
調整しているので、例えば、経年劣化によって弁体が損傷したり、変形しにくくなってし
まったりした場合に、筐体の内外における圧力差を調整しきれなくなってしまう可能性が
ある。そのため、ゲージ圧が正確に測定できなくなってしまう可能性があるといった問題
があった。
【０００７】
　本発明の目的は、長期間にわたって被測定流体のゲージ圧を正確に測定できる物理量測
定装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の物理量測定装置は、内部が密閉される筐体と、前記筐体に収納され被測定流体
の絶対圧を検出し、検出した絶対圧に基づく第１絶対圧信号を出力する第１絶対圧ユニッ
トと、前記筐体に収納され前記筐体の外部の絶対圧を検出し、検出した絶対圧に基づく第
２絶対圧信号を出力する第２絶対圧ユニットと、前記筐体に収納され前記第１絶対圧信号
および前記第２絶対圧信号を入力して、前記被測定流体のゲージ圧を算出する算出部と、
を備えることを特徴とする。
【０００９】
　本発明では、被測定流体の絶対圧を検出する第１絶対圧ユニットと、筐体の外部の絶対
圧、つまり、大気圧を検出する第２絶対圧ユニットと、これらの検出結果に基づく信号を
入力して被測定流体のゲージ圧を算出する算出部とを備える。これにより、筐体の内部に
外気を導入することなく、かつ、弁体のような駆動部を設けることによって筐体内外の圧
力差を調整することなく被測定流体のゲージ圧を得ることができる。そのため、筐体の内
部で発生した結露により不具合が生じることを防ぐことができ、かつ、弁体のような駆動
部が劣化することがないので、長期間にわたって被測定流体のゲージ圧を正確に測定でき
る。
【００１０】
　本発明の物理量測定装置において、前記第２絶対圧ユニットは、前記筐体の外部に連通
する第１室と、前記筐体の内部に連通する第２室とが設けられたセンサケースと、前記セ
ンサケース内に設けられ、前記第１室と前記第２室とを仕切るダイアフラム部と、前記第
２室に設けられ、前記ダイアフラム部を支持する筒状の支持部と、を備えることが好まし
い。
　この構成では、ダイアフラム部には、筐体の外部の圧力、つまり、大気圧が作用する。
そのため、当該ダイアフラム部の変形量を検出することにより、大気圧を検出することが
できる。
【００１１】
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　本発明の物理量測定装置において、前記センサケースは、筒状部と、前記筒状部から外
周方向に延設されたフランジ部と、前記筒状部から前記筐体の外部に向かって突出する突
出部とを有し、前記突出部には、前記第１室と前記筐体の外部とを連通する連通孔が設け
られることが好ましい。
　この構成では、筒状部から筐体の外部に向かって突出する突出部に連通孔が設けられて
いるので、当該連通孔を介して、ダイアフラム部に大気圧を作用させることができる。
【００１２】
　本発明の物理量測定装置において、前記センサケースは、筒状部と、前記筒状部の一方
の開口端部に設けられる底板部と、前記底板部に設けられ前記筐体の外部に向かって突出
する突出部とを有し、前記突出部には、前記第１室と前記筐体の外部とを連通する連通孔
が設けられることが好ましい。
　この構成では、センサケースから筐体の外部に向かって突出する突出部に連通孔が設け
られているので、当該連通孔を介して、ダイアフラム部に大気圧を作用させることができ
る。
【００１３】
　本発明の物理量測定装置において、前記支持部の内部に収納される検出基板を有し、前
記ダイアフラム部、前記支持部、および、前記検出基板により密閉された空間が形成され
、前記空間には、封入液が封入されていることが好ましい。
　この構成では、上記空間に封入液が封入されているので、上記空間内で結露が生じるお
それがない。そのため、上記空間を規定するダイアフラム部、支持部、および、検出基板
において、結露によって不具合が生じてしまうことを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施形態に係る物理量測定装置の概略を示す斜視図。
【図２】前記実施形態の物理量測定装置の概略を示す断面図。
【図３】前記実施形態の第２絶対圧ユニットの概略を示す断面斜視図。
【図４】第２実施形態の物理量測定装置の概略を示す斜視図。
【図５】第２実施形態の物理量測定装置の概略を示す断面図。
【図６】第２実施形態の第２絶対圧ユニットの概略を示す断面斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　［第１実施形態］
　本発明の第１実施形態について、図面に基づいて説明する。本実施形態の物理量測定装
置１は、貯留タンクや配管等の液圧を測定し、液面の高さ等を計測する液位計として構成
される。
　図１は、本実施形態の物理量測定装置１の概略を示す斜視図であり、図２は、物理量測
定装置１の概略を示す断面図である。
　図１、２に示すように、物理量測定装置１は、筐体２と、第１絶対圧ユニット３と、第
２絶対圧ユニット４と、回路基板５とを備える。
【００１６】
　［筐体２］
　筐体２は、例えば、ステンレス等の金属製であり、内部が密閉されている。また、筐体
２は、第１筐体２１と、第２筐体２２とを備え、内部に第１絶対圧ユニット３と、第２絶
対圧ユニット４と、回路基板５とを収納している。
　なお、筐体２は、上記構成に限られるものではなく、例えば、樹脂製であってもよい。
【００１７】
　［第１筐体２１］
　第１筐体２１は、円筒状の部材であり、大径円筒部２１１と、小径円筒部２１２と、連
結部２１３と、フランジ部２１４とを備える。
　大径円筒部２１１は、円筒状の部材であり、内部に第１絶対圧ユニット３を収納する。
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　小径円筒部２１２は、大径円筒部２１１よりも直径が小さい円筒状の部材であり、連結
部２１３によって大径円筒部２１１に連結されている。また、小径円筒部２１２は、後述
する第２筐体２２の挿通孔２２１１に挿入されている。これにより、小径円筒部２１２は
、第１筐体２１の内部と第２筐体２２の内部とを連通している。
　連結部２１３は、円筒状の部材であり、直径が大径円筒部２１１から小径円筒部２１２
に向けて漸次縮径している。また、本実施形態では、連結部２１３は、大径円筒部２１１
および小径円筒部２１２に、溶接されて接合されている。これにより、連結部２１３は、
大径円筒部２１１と小径円筒部２１２とを連結している。
【００１８】
　フランジ部２１４は、大径円筒部２１１の端部から外周側に延設されている。本実施形
態では、当該フランジ部２１４と、被測定流体が流通する配管に設けられたフランジ部と
がクランプ等により接続されることにより、物理量測定装置１が上記配管に接続される。
　また、大径円筒部２１１の端部には、収納凹部２１５が形成されている。そして、収納
凹部２１５には第１絶対圧ユニット３が嵌合されている。
【００１９】
　［第２筐体２２］
　第２筐体２２は、筒状本体部２２１と、蓋部２２２と、底部２２３とを備え、第２絶対
圧ユニット４および回路基板５を収納している。
　筒状本体部２２１は、第１筐体２１に対して軸方向が直交するように配置されている。
そして、筒状本体部２２１には、挿通孔２２１１が設けられている。前述したように、当
該挿通孔２２１１には、第１筐体２１の小径円筒部２１２が挿通されている。
　また、本実施形態では、挿通孔２２１１に挿通された小径円筒部２１２と筒状本体部２
２１とは、溶接により接合されている。
　さらに、筒状本体部２２１には、円筒状のケーブル取出部２２４が接続されている。外
部から延びるケーブル（図示略）は、ケーブル取出部２２４を挿通することで、第２筐体
２２の内部に挿入させることができる。これにより、外部の装置と各種信号をやり取りし
たり、外部電源から物理量測定装置１に電源を供給したりすることができる。また、ケー
ブル取出部２２４には、内部に封止部材（図示略）が挿入されている。これにより、当該
ケーブル取出部２２４を介して、第２筐体２２の内部に空気等が流入することを防ぐこと
ができる。
【００２０】
　蓋部２２２は、筒状本体部２２１の一方の開口を覆うように配置されている。本実施形
態では、蓋部２２２は、筒状本体部２２１に対して着脱可能に取り付けられている。なお
、蓋部２２２の内側に、表示部等が設けられていてもよい。この場合、回路基板５で算出
したゲージ圧等を当該表示部に表示させるようにしてもよい。
　底部２２３は、筒状本体部２２１の他方の開口を覆うように配置されている。本実施形
態では、底部２２３は、筒状本体部２２１に溶接されて接合されている。また、底部２２
３には、後述する第２絶対圧ユニット４の突出部４１３が挿入される貫通孔２２５が中央
部に形成されている。
【００２１】
　［第１絶対圧ユニット３］
　第１絶対圧ユニット３は、被測定流体の絶対圧を検出し、検出した絶対圧に基づく第１
絶対圧信号を出力可能に構成されている。
　第１絶対圧ユニット３は、前述したように大径円筒部２１１の収納凹部２１５に嵌合さ
れて第１筐体２１に収納されており、第１ダイアフラム部３１と、第１検出基板３２と、
第１出力基板３３と、ケース部材３４と、第１信号伝達部材３５と、を備える。
【００２２】
　第１ダイアフラム部３１は、第１筐体２１の収納凹部２１５から外部に面するように配
置され、接触した被測定物の圧力変化に伴い変形可能に構成されている。本実施形態では
、第１ダイアフラム部３１は、例えば、ステンレス等の金属から形成されている。なお、
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第１ダイアフラム部３１は、上記構成に限られるものではなく、例えば、半導体材料やセ
ラミック等から形成されていてもよい。
【００２３】
　第１検出基板３２は、第１ダイアフラム部３１との間に第１空間３６を有しており、第
１空間３６の周囲で第１ダイアフラム部３１を支持している。すなわち、第１検出基板３
２は、外周縁で第１ダイアフラム部３１を支持している。なお、本実施形態では、第１空
間３６は、第１ダイアフラム部３１および第１検出基板３２により密閉された空間とされ
ている。そして、第１空間３６は、内部の圧力が大気圧よりも低くなるように構成されて
いる。すなわち、第１空間３６は、希薄空気室となっている。これにより、第１空間３６
内における結露を防止できる。なお、第１空間３６は、上記構成に限られるものではなく
、例えば、内部が真空になっていてもよい。
　第１出力基板３３は、被測定物の圧力変化を、第１ダイアフラム部３１および第１検出
基板３２の各々に形成された電極（図示せず）間の静電容量の変化として検出し、第１絶
対圧信号として出力する。すなわち、本実施形態では、第１絶対圧ユニット３は静電容量
式の圧力センサとして構成されている。
【００２４】
　ケース部材３４は、第１ダイアフラム部３１、第１検出基板３２、および、第１出力基
板３３を支持する部材であり、ケース筒状部３４１と、ケースフランジ部３４２と、締結
具３４３とを備える。
　ケース筒状部３４１は、円筒状の部材であり、一方の端部に第１ダイアフラム３１部お
よび第１検出基板３２が取り付けられており、他方の端部にケースフランジ部３４２が設
けられている。
　ケースフランジ部３４２は円板状に形成されており、締結具３４３により大径円筒部２
１１に取り付けられている。これにより、第１絶対圧ユニット３は、第１筐体２１に固定
されている。
【００２５】
　第１信号伝達部材３５は、第１出力基板３３と回路基板５とを電気的に接続させるため
の配線部材である。第１出力基板３３は、当該第１信号伝達部材３５を介して、第１絶対
圧信号を回路基板５に出力可能に構成されている。
【００２６】
　［第２絶対圧ユニット４］
　図３は、第２絶対圧ユニット４の概略を示す断面斜視図である。
　図２、３に示すように、第２絶対圧ユニット４は、筐体２の外部の絶対圧、つまり、大
気圧を検出し、検出した絶対圧に基づく第２絶対圧信号を出力可能に構成されている。
　第２絶対圧ユニット４は、前述したように第２筐体２２に収納されており、センサケー
ス４１と、ハウジング４２と、第２ダイアフラム部４３と、支持部４４と、第２検出基板
４５と、第２出力基板４６と、Ｏリング４７と、第２信号伝達部材４８とを備える。
【００２７】
　センサケース４１は、有底円筒状の金属製の部材であり、内部にハウジング４２と、第
２ダイアフラム部４３と、支持部４４と、第２検出基板４５と、第２出力基板４６とを収
納している。そして、センサケース４１は、筒状部４１１と、フランジ部４１２と、突出
部４１３とを備える。
【００２８】
　筒状部４１１は、金属製で円筒状に形成されている。また、筒状部４１１には、当該筒
状部４１１から外周方向に向けて延設されたフランジ部４１２が設けられている。
　フランジ部４１２は、金属製で円環状に形成されており、第２筐体２２の底部２２３の
内周側の面に溶接されて接合されている。これにより、センサケース４１は、第２筐体２
２に固定されている。
　突出部４１３は、筒状部４１１の一方の開口端側から突出するように設けられている。
そして、突出部４１３は、前述したように、第２筐体２２の底部２２３に形成された貫通
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孔２２５に挿入されている。これにより、突出部４１３は、筐体２の外部に突出している
。また、突出部４１３には、連通孔４１４が設けられている。また、本実施形態では、突
出部４１３は有底円筒状に形成され、当該突出部４１３の周面に連通孔４１４が複数設け
られている。これにより、後述する第１室４１５と筐体２の外部とが、当該連通孔４１４
を介して連通される。
【００２９】
　ハウジング４２は、筒状で金属製の部材であり、一方の開口端部に第２ダイアフラム部
４３が設けられている。また、ハウジング４２は、内部に支持部４４と、第２検出基板４
５とを収納している。そして、センサケース４１は、第２ダイアフラム部４３により、第
１室４１５と第２室４１６とに仕切られている。
　第１室４１５は、前述したように、突出部４１３に設けられた連通孔４１４を介して、
筐体２の外部と連通している。これにより、第２ダイアフラム部４３の第１室４１５側の
面には、大気圧が作用する。また、第２室４１６は第２筐体２２の内部に連通している。
【００３０】
　第２ダイアフラム部４３は、前述したように、センサケース４１の内部の空間を仕切る
ように配置されており、突出部４１３の連通孔４１４を介して作用する大気圧の変化に伴
い変形可能に構成されている。そして、第２ダイアフラム部４３には、当該第２ダイアフ
ラム部４３の変形量を検出するための電極（図示略）が形成されている。
　また、本実施形態では、第２ダイアフラム部４３は、例えば、ステンレス等の金属から
形成されている。なお、第２ダイアフラム部４３は、上記構成に限られるものではなく、
例えば、半導体材料やセラミック等から形成されていてもよい。
【００３１】
　支持部４４は、第２ダイアフラム部４３および第２出力基板４６を支持する部材であり
、第２室４１６に配置されている。支持部４４は、金属製で筒状に形成されており、内部
に第２検出基板４５を収納している。
　本実施形態では、第２ダイアフラム部４３、支持部４４、および、第２検出基板４５に
より、密閉された第２空間４９が形成されている。そして、当該第２空間４９には封入液
Ｓが封入されている。
【００３２】
　第２検出基板４５は、前述したように支持部４４の内部に収納されており、図示略の歪
みゲージが形成されており、当該歪みゲージには、第２ダイアフラム部４３に作用する大
気圧が、封入液Ｓを介して伝達される。
　そして、第２出力基板４６は、上記歪みゲージの変形量により第２ダイアフラム部４３
に作用する大気圧を検出し、検出した大気圧に基づく第２絶対圧信号を、回路基板５に出
力可能に構成されている。すなわち、本実施形態では、第２絶対圧ユニット４は歪みゲー
ジ式の圧力センサとして構成されている。
【００３３】
　Ｏリング４７は、ハウジング４２の外周側に配置されており、センサケース４１とハウ
ジング４２との間の隙間を封止する部材である。
　第２信号伝達部材４８は、第２出力基板４６と回路基板５とを電気的に接続させるため
の部材である。第２出力基板４６は、当該第２信号伝達部材４８を介して、第２絶対圧信
号を回路基板５に出力可能に構成されている。
【００３４】
　［回路基板５］
　回路基板５は、前述したように、第２筐体２２に収納されており、図示略の電子部品が
搭載されている。そして、回路基板５は、第１信号伝達部材３５を介して入力された第１
絶対圧信号と、第２信号伝達部材４８を介して入力された第２絶対圧信号とから、被測定
流体のゲージ圧を算出可能に構成されている。具体的には、回路基板５は、第１絶対圧信
号に応じた被測定流体の絶対圧から、第２絶対圧信号に応じた筐体２の外部の大気圧を差
し引くことにより、被測定流体のゲージ圧を算出するように構成されている。すなわち、
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回路基板５は、本発明の算出部の一例である。
【００３５】
　また、回路基板５は、第２筐体２２のケーブル取出部２２４に挿通されたケーブル（図
示略）を介して、被測定流体のゲージ圧に基づく信号を、外部の装置に出力可能に構成さ
れている。
【００３６】
　以上のような本実施形態では、次の効果を奏することができる。
（１）本実施形態では、被測定流体の絶対圧を検出する第１絶対圧ユニット３と、筐体２
の外部の絶対圧、つまり、大気圧を検出する第２絶対圧ユニット４と、これらの検出結果
に基づく信号を入力して被測定流体のゲージ圧を算出する回路基板５とを備える。これに
より、筐体２の内部に外気を導入することなく、かつ、弁体のような駆動部を設けること
によって筐体２の内外の圧力差を調整することなく被測定流体のゲージ圧を得ることがで
きる。そのため、筐体２の内部で発生した結露による不具合が生じることを防ぐことがで
き、かつ、弁体のような駆動部が劣化することがないので、長期間にわたって被測定流体
のゲージ圧を正確に測定できる。
【００３７】
（２）本実施形態では、第２ダイアフラム部４３には、筐体２の外部の圧力、つまり、大
気圧が作用する。そのため、当該第２ダイアフラム部４３の変形量を検出することにより
、大気圧を検出することができる。
【００３８】
（３）本実施形態では、筒状部４１１から筐体２の外部に向かって突出する突出部４１３
に連通孔４１４が設けられているので、当該連通孔４１４を介して、第２ダイアフラム部
４３に大気圧を作用させることができる。
【００３９】
（４）本実施形態では、第２空間４９に封入液Ｓが封入されているので、第２空間４９の
内部で結露が生じるおそれがない。そのため、第２空間４９を規定する第２ダイアフラム
部４３、支持部４４、および、第２検出基板４５において、結露によって不具合が生じて
しまうことを防ぐことができる。
【００４０】
（５）本実施形態では、第１絶対圧ユニット３は静電容量式の圧力センサとして構成され
ているので、第１ダイアフラム部３１に作用する圧力を第１検出基板３２に伝達するため
の封入液を第１空間３６に封入させる必要がない。そのため、第１絶対圧ユニット３から
封入液が漏出することを防止できる。
【００４１】
　［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態について図面に基づいて説明する。
　第２実施形態では、第２絶対圧ユニット４Ａのセンサケース４１Ａが、筒状部４１１Ａ
、底板部４１７Ａ、および、突出部４１３Ａを備えて構成される点で第１実施形態と異な
る。なお、第２実施形態において、第１実施形態と同一または同様の構成には同一の符号
を付し、説明を省略する。
【００４２】
　図４は、本実施形態の物理量測定装置１Ａの概略を示す斜視図であり、図５は、物理量
測定装置１Ａの概略を示す断面図である。
　図４、５に示すように、物理量測定装置１Ａは、筐体２Ａと、第１絶対圧ユニット３と
、第２絶対圧ユニット４Ａと、回路基板５とを備える。
【００４３】
　筐体２Ａは、例えば、ステンレス等の金属製であり、内部が密閉されている。また、筐
体２Ａは、第１筐体２１と、第２筐体２２Ａとを備え、内部に第１絶対圧ユニット３と、
第２絶対圧ユニット４Ａと、回路基板５とを収納している。
【００４４】
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　［第２筐体２２Ａ］
　第２筐体２２Ａは、前述した第１実施形態と同様に、筒状本体部２２１Ａと、蓋部２２
２Ａと、底部２２３Ａとを備え、第２絶対圧ユニット４Ａおよび回路基板５を収納してい
る。
　筒状本体部２２１Ａは、第１筐体２１に対して軸方向が直交するように配置されている
。そして、筒状本体部２２１Ａには、挿通孔２２１１Ａが設けられている。前述した第１
実施形態と同様に、当該挿通孔２２１１Ａには、第１筐体２１の小径円筒部２１２が挿通
されている。
　また、筒状本体部２２１Ａには、円筒状のケーブル取出部２２４Ａが接続されている。
さらに、前述した第１実施形態と同様に、ケーブル取出部２２４Ａには、内部に封止部材
（図示略）が挿入されている。これにより、当該ケーブル取出部２２４Ａを介して、第２
筐体２２Ａの内部に空気等が流入することを防ぐことができる。
【００４５】
　蓋部２２２Ａは、筒状本体部２２１Ａの一方の開口を覆うように配置されている。本実
施形態では、蓋部２２２Ａは、筒状本体部２２１Ａに対して着脱可能に取り付けられてい
る。
　底部２２３Ａは、筒状本体部２２１Ａの他方の開口を覆うように配置されている。本実
施形態では、底部２２３Ａは、筒状本体部２２１Ａに溶接されて接合されている。また、
底部２２３Ａには、後述する第２絶対圧ユニット４Ａの突出部４１３Ａが挿入される貫通
孔２２５Ａが中央部に形成されている。
【００４６】
　［第２絶対圧ユニット４Ａ］
　図６は、第２絶対圧ユニット４Ａの概略を示す断面斜視図である。
　図５、６に示すように、第２絶対圧ユニット４Ａは、前述した第１実施形態と同様に、
大気圧を検出し、検出した大気圧に基づく第２絶対圧信号を出力可能に構成されている。
　第２絶対圧ユニット４Ａは、センサケース４１Ａと、ハウジング４２Ａと、第２ダイア
フラム部４３Ａと、支持部４４Ａと、第２検出基板４５Ａと、第２出力基板４６Ａと、Ｏ
リング４７Ａと、第２信号伝達部材４８Ａとを備える。
【００４７】
　センサケース４１Ａは、有底円筒状の金属製の部材であり、内部にハウジング４２Ａと
、第２ダイアフラム部４３Ａと、支持部４４Ａと、第２検出基板４５Ａと、第２出力基板
４６Ａとを収納している。そして、本実施形態では、センサケース４１Ａは、筒状部４１
１Ａと、底板部４１７Ａと、突出部４１３Ａとを備える。
【００４８】
　筒状部４１１Ａは、金属製で円筒状に形成されている。また、筒状部４１１Ａの一方の
開口端部には、底板部４１７Ａが設けられている。
　底板部４１７Ａは、金属製で円板状に形成されており、第２筐体２２Ａの底部２２３Ａ
の内周側の面に溶接されて接合されている。これにより、センサケース４１Ａは、第２筐
体２２Ａに固定されている。
　突出部４１３Ａは、底板部４１７Ａの中央部から突出するように設けられている。そし
て、突出部４１３Ａは、第２筐体２２Ａの底部２２３Ａに形成された貫通孔２２５Ａに挿
入されている。これにより、突出部４１３Ａは、筐体２Ａの外部に突出している。また、
突出部４１３Ａには、連通孔４１４Ａが設けられている。これにより、後述する第１室４
１５Ａと筐体２Ａの外部とが、当該連通孔４１４Ａを介して連通される。
【００４９】
　ハウジング４２Ａは、筒状で金属製の部材であり、内部に第２ダイアフラム部４３Ａと
、支持部４４Ａと、第２検出基板４５Ａとを収納している。そして、センサケース４１Ａ
は、第２ダイアフラム部４３Ａにより、第１室４１５Ａと第２室４１６Ａとに仕切られて
いる。
　第１室４１５Ａは、前述したように、突出部４１３Ａに設けられた連通孔４１４Ａを介
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して、筐体２Ａの外部と連通している。これにより、第２ダイアフラム部４３Ａの第１室
４１５Ａ側の面には、大気圧が作用する。また、第２室４１６Ａは第２筐体２２Ａの内部
に連通している。
【００５０】
　第２ダイアフラム部４３Ａは、前述した第１実施形態の第２ダイアフラム部４３と同様
に構成される。本実施形態では、第２ダイアフラム部４３Ａは、センサケース４１Ａの内
部の空間を仕切るように配置されており、突出部４１３Ａの連通孔４１４Ａを介して作用
する大気圧の変化に伴い変形可能に構成されている。
【００５１】
　支持部４４Ａは、前述した第１実施形態の支持部４４と同様に構成され、第２ダイアフ
ラム部４３Ａおよび第２出力基板４６Ａを支持する部材である。
　本実施形態では、第２ダイアフラム部４３Ａ、支持部４４Ａ、および、第２検出基板４
５Ａにより、密閉された第２空間４９Ａが形成されている。そして、当該第２空間４９Ａ
には封入液Ｓが封入されている。
【００５２】
　以上のような本実施形態では、前述した第１実施形態の（１）～（５）と同様の効果を
奏することができる。
【００５３】
　［変形例］
　なお、本発明は前述の各実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成でき
る範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　前記各実施形態では、筐体２は、第１筐体２１と第２筐体２２，２２Ａとを備えて構成
されていたが、これに限定されない。例えば、筐体は、１つの筒状部材から構成されてい
てもよい。
【００５４】
　前記各実施形態では、第１筐体２１は、大径円筒部２１１、小径円筒部２１２、および
、連結部２１３を備えて構成されていたが、これに限定されない。例えば、第１筐体は、
単純な円筒形状であってもよく、さらに、四角筒や六角筒等の多角筒形状であってもよい
。
【００５５】
　前記各実施形態では、第２筐体２２，２２Ａにケーブル取出部２２４，２２４Ａが設け
られていたが、これに限定されるものではなく、ケーブル取出部２２４，２２４Ａが設け
られていない場合も本発明に含まれる。この場合、筐体内に電池等を収納し、当該電池に
て物理量測定装置に電源を供給するようにしてもよい。また、筐体内に無線通信ユニット
を収納し、当該無線通信ユニットにて外部の装置と各種信号をやり取りするようにしても
よい。
【００５６】
　前記各実施形態では、物理量測定装置１，１Ａは、第１筐体２１のフランジ部２１４に
より、被測定流体が流通する配管と接続されていたが、これに限定されない。例えば、第
１筐体の大径円筒部の端部側の外周面に雄ねじ部が設けられ、当該雄ねじ部により上記配
管と接続されるように構成されていてもよい。
【００５７】
　前記各実施形態では、第１絶対圧ユニット３は、静電容量式の圧力センサとして構成さ
れていたが、これに限定されない。例えば、第１絶対圧ユニットは、歪みゲージ式の圧力
センサとして構成されていてもよく、被測定流体の絶対圧を検出可能に構成されていれば
よい。
　また、前記各実施形態では、第１ダイアフラム部３１および第１検出基板３２により密
閉された第１空間３６は、内部の圧力が大気圧よりも低くなるように構成されていたが、
これに限定されない。例えば、上記の第１空間は、大気圧となるように構成されていても
よく、あるいは、上記の第１空間に封入液が封入されていてもよい。
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【００５８】
　前記各実施形態では、第２絶対圧ユニット４，４Ａは、歪みゲージ式の圧力センサとし
て構成されていたが、これに限定されない。例えば、第２絶対圧ユニットは、静電容量式
の圧力センサとして構成されていてもよい。また、この場合、第２空間に封入液が封入さ
れていなくてもよい。
【００５９】
　前記実施形態では、回路基板５は、被測定流体のゲージ圧に基づく信号を、外部の装置
に出力可能に構成されていたが、これに限定されない。例えば、液晶ディスプレイ等によ
って構成された表示部に、被測定流体のゲージ圧を表示させる表示信号を出力可能に構成
されていてもよい。
【００６０】
　前記各実施形態では、物理量測定装置１，１Ａは、液位計として構成されていたが、こ
れに限定されない。例えば、物理量測定装置は、ゲージ圧測定装置として構成されていて
もよい。
【符号の説明】
【００６１】
　１，１Ａ…物理量測定装置、２，２Ａ…筐体、３…第１絶対圧ユニット、４，４Ａ…第
２絶対圧ユニット、５…回路基板（算出部）、２１…第１筐体、２２，２２Ａ…第２筐体
、３１…第１ダイアフラム部、３２…第１検出基板、３３…第１出力基板、３４…ケース
部材、３５…第１信号伝達部材、３６…第１空間、４１，４１Ａ…センサケース、４２，
４２Ａ…ハウジング、４３，４３Ａ…第２ダイアフラム部、４４，４４Ａ…支持部、４５
，４５Ａ…第２検出基板、４６，４６Ａ…第２出力基板、４７，４７Ａ…Ｏリング、４８
，４８Ａ…第２信号伝達部材、４９，４９Ａ…第２空間、２１１…大径円筒部、２１２…
小径円筒部、２１３…連結部、２１４…フランジ部、２１５…収納凹部、２２１，２２１
Ａ…筒状本体部、２２２，２２２Ａ…蓋部、２２３，２２３Ａ…底部、２２４，２２４Ａ
…ケーブル取出部、２２５，２２５Ａ…貫通孔、３４１…ケース筒状部、３４２…ケース
フランジ部、３４３…締結具、４１１，４１１Ａ…筒状部、４１２…フランジ部、４１３
，４１３Ａ…突出部、４１４，４１４Ａ…連通孔、４１５，４１５Ａ…第１室、４１６，
４１６Ａ…第２室、４１７Ａ…底板部、２２１１，２２１１Ａ…挿通孔、Ｓ…封入液。
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