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(57)【要約】
【課題】
【解決手段】流体系に密封装着される圧力センサユニッ
トであって、取り付け部材と、取り付け部材を貫通し且
つ圧力センサユニットが流体系に装着された場合に流体
系と接触する開口部を有する膜空胴と、膜空胴の先端部
に形成された膜と、膜撓みセンサとを具備し、膜は、取
り付け部材の応力及び歪みから膜を隔離するように構成
された応力隔離部材により取り付け部材から分離される
圧力センサユニット。
【選択図】図２ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体系に密封装着される圧力センサユニットであって、
　取り付け部材と、
　前記取り付け部材を貫通し且つ前記圧力センサユニットが前記流体系に装着された場合
に前記流体系と接触する開口部を有する膜空胴と、
　前記膜空胴の先端部に形成された膜と、
　膜撓みセンサと
を具備し、前記膜が、前記取り付け部材の応力及び歪みから前記膜を隔離するように構成
された応力隔離部材で前記取り付け部材から分離されている、圧力センサユニット。
【請求項２】
　前記応力隔離部材は、前記取り付け部材と前記膜とを相互に接続する薄肉管状部材であ
る、請求項１記載の圧力センサユニット。
【請求項３】
　前記応力隔離部材は、前記薄肉管状部材と前記膜とを相互に接続する剛性隔離部材を具
備する、請求項２記載の圧力センサユニット。
【請求項４】
　前記取り付け部材、前記応力隔離部材及び前記膜は、１つの材料片から一体に形成され
る、請求項１乃至請求項３のいずれか１項記載の圧力センサユニット。
【請求項５】
　前記圧力センサユニットはほぼ円形の横断面を有する、請求項１乃至請求項４のいずれ
か１項記載の圧力センサユニット。
【請求項６】
　前記取り付け部材はフランジ形である、請求項１乃至請求項５のいずれか１項記載の圧
力センサユニット。
【請求項７】
　前記取り付け部材の外側にねじ山が形成されている、請求項１乃至請求項６のいずれか
１項記載の圧力センサユニット。
【請求項８】
　前記取り付け部材は、前記膜空胴の前記開口部を取り囲む狭い領域により形成された密
封面を具備し、前記密封面は、前記取り付け部材に密封力を加えることにより前記流体系
の相補形密封面に圧接された場合に前記流体系に密封装着されるように構成される、請求
項１乃至請求項７のいずれか１項記載の圧力センサユニット。
【請求項９】
　接続筐体と、センサ支持筐体と、請求項１乃至請求項８のいずれか１項記載の圧力セン
サユニットとを具備する圧力センサアセンブリであって、
　前記接続筐体は、前記圧力センサユニットに密封装着される相補形の密封面と、前記圧
力センサユニットの前記膜空胴と流体連通する入口及び出口とを具備し、
　前記センサ支持筐体は、前記接続筐体に関して前記圧力センサユニットを支持し且つ１
つ以上の固着部材によって前記接続筐体に圧接されるように構成される圧力センサアセン
ブリ。
【請求項１０】
　前記支持筐体は、前記圧力センサユニットを支持する支持ばね構成を具備する、請求項
９記載の圧力センサアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は圧力センサの技術に関し、特に、生物医学解析システムの流体系に密封装着さ
れる圧力センサユニットに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　圧力センサは、多くの流体系などにおいて重要な構成要素であり、信頼性の高い出力信
号を供給するために、特定の流体系及びその流体系における圧力センサの位置に関する条
件に適合していなければならない。一般に、圧力センサはある特定の圧力検出範囲に限定
されており、種々の目的に適する多様なセンサが存在する。多くの用途で、１つの重要な
特徴は、順次使用される試料ボリュームの相互汚染の危険を回避することである。従って
、センサを洗浄可能であること及び流体が貯留されるようなポケット等が存在しないこと
は非常に重要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－０３８７８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、従来の技術の１つ以上の欠点を克服する新たな圧力センサユニット及
び圧力センサ構成を提供することである。この目的は、独立特許請求の範囲において定義
されるセンサユニット及びセンサ構成により達成される。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そのようなセンサユニットの利点の１つは、従来のセンサユニットと比較して、密封力
、印加圧力、熱膨張などの形の外部からの影響を受けにくいことである。
【０００６】
　もう１つの利点は、センサユニット本体を１つの材料片から一体に形成できるので、欠
陥及び汚染の原因となるポケットを形成することなく均質な不活性材料から安価に製造可
能なことである。
【０００７】
　本発明の実施形態は従属特許請求の範囲において定義される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　図面を参照して本発明を以下に詳細に説明する。
【図１ａ】図１ａは、圧力センサアセンブリの一実施例を概略的に示した図である。
【図１ｂ】図１ｂは、圧力センサアセンブリの一実施例を概略的に示した図である。
【図１ｃ】図１ａは、圧力センサアセンブリの一実施例を概略的に示した図である。
【図２】図２ａ及び図２ｂは、本発明に係る圧力センサアセンブリの一実施形態を概略的
に示した図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１ａ～図１ｃは、高圧生物医学解析システムなどで使用されるセンサユニット２０を
有する圧力センサアセンブリ１０の一実施例を概略的に示した図である。図１ａにおいて
、圧力センサアセンブリ１０及び圧力センサユニット２０は、図１ｂの線Ａ‐Ａに沿った
横断面図で概略的に示され、図示の便宜上、いくつかの特徴は図の平面に取り込まれてい
る。図１ｂは、以下に詳細に説明されるように、破線により示されるいくつかの内部特徴
を含む正面図である。圧力センサアセンブリ１０は、圧力センサユニット２０、接続筐体
３０及びセンサ支持筐体４０を具備する。
【００１０】
　図１ｃに最もよく示すように、圧力センサユニット２０は、密封面６０を有する取り付
け部材５０と、取り付け部材５０を貫通し且つ密封面６０により取り囲まれた開口部８０
を有する膜空胴７０と、膜空胴７０の先端部に形成された膜９０と、膜撓みセンサ１００
とを具備する。キャピラリートラップなどを効果的に回避するために、取り付け部材５０
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及び膜９０は１つの材料片から一体に形成されるのが好ましい。膜は、膜空胴の容積が小
さいにも関わらず、流体系の高い圧力に耐えられるように形成される。あるいは、センサ
は、何らかの適切な方法によって接合される２つ以上の別個の部品から形成されてもよい
。図１ｂに示されるように、センサユニットは円形の横断面を有してもよいが、正方形又
は楕円形などの別の形状であってもよい。更に、取り付け部材５０及び膜９０はそれぞれ
異なる横断面形状を有してもよい。
【００１１】
　膜撓みセンサ１００は、薄膜歪みゲージ、容量性ゲージ、誘導性ゲージ、マイクロメカ
ニックセンサ、光センサ等のように膜９０の撓みの程度を検出可能な何らかの種類のセン
サであってもよい。一実施形態では、膜撓みセンサ１００はスパッタ薄膜フルブリッジ歪
みゲージ回路である。スパッタ金属歪みゲージ回路は、他の多くの歪みゲージ技術より優
れた長期間安定性及び温度能力を示す。開示されるセンサアセンブリにおいて、膜撓みセ
ンサ１００は、支持筐体の背面にある穴を通るケーブル１１０により流体系制御装置等に
接続される。あるいは、膜撓みセンサ１００は無線接続されてもよい。
【００１２】
　圧力センサユニットは、更なる密封材料を使用することなく圧力センサアセンブリ（流
体系）の相補形密封面に圧接密封される密封面６０を有する。図１ａ～図１ｃにおいて、
相補形密封面は、接続筐体２０の接続面の環状密封突起部１１０から構成される。このよ
うな密封構成により、密封されるべき２つの構成要素の間の縁部境界面に至るまで欠ける
ところなく密封されるので、キャピラリートラップの発生は効果的に回避される。開示さ
れる実施形態では、密封面６０は、膜空胴開口部８０を取り囲む狭い領域により形成され
る。取り付け部材５０に密封力が加えられることにより、密封面６０は、流体系の環状密
封突起部１１０の相補形密封面に圧接される。開示される実施形態では、密封面６０は平
坦な面であり、密封接続を実現するために、境界面をきわめて精密に表面仕上げすること
及び境界面に大きな圧力が加えられることが必要である。尚、相補形密封面が円錐形又は
波形などの適切な形状であれば、密封面６０はほぼどのような形状であってもよい。
【００１３】
　圧力センサユニット２０が環状密封突起部１１０に圧接密封された場合、接続筐体３０
に形成された入口１２０及び出口１３０は、圧力センサユニット２０の膜空胴７０と流体
連通する。入口１２０及び出口１３０は、圧力センサアセンブリ１０を流体系に接続する
ために使用される。別の実施形態では、圧力センサアセンブリは、弁などの機能ユニット
に一体に組み込まれてもよい。その場合、機能ユニットは、圧力センサユニット２０の膜
空胴と流体連通する複数の入口及び出口を具備してもよい。
【００１４】
　開示される実施形態では、接続筐体３０に関して圧力センサユニット２０を支持し且つ
１つ以上の固着部材１４０によって接続筐体３０に圧接されるように構成されたセンサ支
持筐体４０に圧力センサユニット２０を配置することにより、密封力が加えられる。固着
部材１４０により加えられる力によって直接影響を受けない再現可能な密封力を実現する
ために、センサ支持筐体４０は、圧力センサユニット２０を支持する支持ばね構成１５０
を具備する。図１ａにおいて、固着部材１４０は、センサ支持筐体４０の対応するねじ穴
に装着されるボルトとして概略的に示され、支持ばね構成１５０は、例えば１つ以上のば
ね座金及び支持スリーブから構成される。
【００１５】
　高圧下で圧力センサユニット２０を流体系に密封接続するために、密封力は非常に大き
くなければならない。しかし、加えられる密封力及び膜撓みセンサ１００の感度に関して
、圧力センサユニット２０はその筐体部材３０、４０への外部からの機械的な影響に応答
してしまう場合があり、これが誤差の原因になりうることが判明している。例を挙げると
、図１ｂに更に詳細に示されるように、支持ばね構成１５０により圧力センサユニット２
０に加えられる密封力は、密封面６０から横方向にある距離だけずれる。相補形の密封面
６０の間で所望の密封を実現するために大きな密封力を加えなければならないため、密封
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力のずれは取り付け部材５０に歪み及び応力を発生させる。その歪み及び応力は膜９０に
伝達され、その結果、センサ特性に歪みが生じる。この種の圧力センサユニット２０が圧
力センサアセンブリの最終位置に取り付けられた場合、膜９０に対応する膜撓みセンサ１
００は自動的に影響を受ける。圧力センサアセンブリ１０の取り付け後及び実験開始前な
どに、膜撓みセンサ１００からの出力を解釈するレジストレーションユニットをリセット
及び／又は校正することにより、この取り付け歪みが処理されてもよい。しかし、センサ
は流体系に堅固に取り付けられるので、例えば異なる構成要素間の熱膨張差及び流体配管
の装着に起因する構成要素の機械的妨害などの他の外部影響も膜に伝達されてしまう。更
に、流体系における圧力変化がセンサアセンブリにおける圧力センサユニットの取り付け
状態に影響を及ぼす場合もあり、この影響も膜に伝達されて、膜の撓みに追加される。
【００１６】
　図２ａ及び図２ｂは、上記の種類の圧力センサユニット２１を有する圧力センサアセン
ブリ１０の一実施形態を概略的に示した図である。一実施形態では、圧力センサユニット
２１を流体系に取り付けることによって取り付け部材５０で発生する応力及び歪みから膜
９０を隔離するように構成された応力隔離部材２００により、膜９０は取り付け部材５０
から分離される。上記の構成と同様に、図２ａにおいて、圧力センサアセンブリ１０及び
圧力センサユニット２１は、図１ｂの線Ａ‐Ａに沿った横断面で概略的に示される。
【００１７】
　上述の図１ａ～図１ｃの圧力センサユニット２０と同様に、図２ａ及び図２ｂの圧力セ
ンサユニット２１は、密封面６０を有する取り付け部材５０と、取り付け部材５０を貫通
し且つ密封面６０により取り囲まれた開口部８０を有する膜空胴７０と、膜空胴７０の先
端部に形成された膜９０と、膜撓みセンサ１００とを具備し、取り付け力及び外部からの
他の影響によって取り付け部材５０で発生する応力及び歪みから膜９０を隔離するように
構成された応力隔離部材２００により、膜は取り付け部材から分離される。
【００１８】
　一実施形態では、応力隔離部材２００は、取り付け部材５０と膜９０とを相互に接続す
る薄肉管状部材２１０である。管状部材２１０の寸法は、取り付け部材及び筐体３０及び
４０への接続面の構造、並びに加えられる取り付け力及び圧力センサユニット２１の所望
の圧力範囲に応じて選択されなければならない。一般に、管状部材２１０は、取り付け部
材５０から伝達される応力及び歪みを弾性的に吸収することにより膜９０を隔離するのに
十分な薄さの壁を有し且つ十分な長さを有していなければならない。その一方で、管状部
材２１０は、流体系の流体の圧力による変形を回避するのに十分な剛性も有していなけれ
ばならない。
【００１９】
　膜９０を取り付け部材５０から更に隔離するために、開示される圧力センサユニット２
１の応力隔離部材２００は、薄肉管状部材２１０と膜９０とを相互に接続する剛性隔離部
材２２０を具備する。これにより、管状部材２１０を介して伝達される残留応力及び残留
歪みから膜は完全に隔離される。前述のように、剛性隔離部材２２０の寸法は、加えられ
る力及び圧力、並びに取り付け部材５０及び管状部材２１０の寸法に応じて選択される。
【００２０】
　キャピラリートラップなどを効果的に回避するために、取り付け部材５０、応力隔離部
材２００及び膜９０は、１つの材料片から一体に形成されるのが好ましく、且つ容積の小
さな膜空洞を有するにも関わらず流体系の高圧に耐えられるように形成される。あるいは
、センサは、何らかの適切な方法によって一体に接合される２つ以上の別個の部品から形
成されてもよい。上述した通り、図１ｂに示されるように、圧力センサユニット２１は、
円形の横断面を有してもよいが、正方形又は楕円形などの別の形状であってもよい。更に
、取り付け部材５０、応力隔離部材２００及び膜９０はそれぞれ異なる横断面形状を有し
てもよい。
【００２１】
　開示される実施形態では、取り付け部材５０は、対向する筐体３０、４０の面により支
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れば、取り付け部材５０は、雄ねじ、１つ以上の円錐形支持面などの何らかの適切な方法
で筐体３０、４０により支持されてもよい。更に、流体系への密封装着は、ガスケット材
料を含む又は含まない平面シール、円錐形面シール、ラジアルシールなどの何らかの適切
な密封系により実現されてもよい。
【００２２】
　図１ｂに示される圧力センサユニット２０と図２ｂに示される圧力センサユニット２１
とをＦＥＭプログラムＡＮＳＹＳワークベンチを使用して理論的に比較すると、膜９０に
おいて外部力により発生される垂直歪みは、図１ｂのセンサユニット２０と比べて図２ｂ
のセンサユニット２１で理論上約１４０分の１まで減少することがわかった。
【符号の説明】
【００２３】
　１０　　圧力センサアセンブリ
　２０　　圧力センサユニット
　２１　　圧力センサユニット
　３０　　接続筐体
　４０　　センサ支持筐体
　５０　　取り付け部材
　６０　　密封面
　７０　　膜空胴
　８０　　開口部
　９０　　膜
　１００　　膜撓みセンサ
　１１０　　環状密封突起部
　１２０　　入口
　１３０　　出口
　１４０　　固着部材
　１５０　　支持ばね構成
　２００　　応力隔離部材
　２１０　　薄肉管状部材
　２２０　　剛性隔離部材



(7) JP 2012-522244 A 2012.9.20

【図１ａ】

【図１ｂ】



(8) JP 2012-522244 A 2012.9.20

【図１ｃ】



(9) JP 2012-522244 A 2012.9.20

【図２】



(10) JP 2012-522244 A 2012.9.20

10

20

30

40

【国際調査報告】



(11) JP 2012-522244 A 2012.9.20

10

20

30

40



(12) JP 2012-522244 A 2012.9.20

10

20

30

40



(13) JP 2012-522244 A 2012.9.20

10

20

30

40



(14) JP 2012-522244 A 2012.9.20

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,S
I,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,
BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,I
N,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM
,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,
ZW

(72)発明者  マルテルール・クラス
            スウェーデン、ウプサラ・エス－７５１・８４、ビヨルクガタン・３０、ジーイー・ヘルスケア
Ｆターム(参考) 2F055 AA39  BB20  CC02  DD01  EE11  FF23  GG12 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

