The leading Technology

圧力センサ

超小型、小型、高性能、
高温、電圧及び電流出力

www.efe-sensor.com

s
技術と品質

L’Essor Français Electronique (EFE）
は、1973年以来、あらゆる種類の圧力トラ
ンスデューサを開発および製造しています。
この間、私たちは独自の高度なセンシング技術
を設計し、高性能で小型の圧力トランスデュー
サを製作しました。

当初から、航空宇宙、海洋、軍事、自動車、
フォーミュラワン＆ラリー、原子力、石油＆ガ
ス、研究セクター、および多くの産業用途のお
客様に対応してきました。 当社の製品は、最も
要求の厳しい動作環境で使用され、非常に正確
で信頼性の高い測定ができるように設計されて
います。
EFEのセンサは、フランスと海外で販売されてい
ます：ヨーロッパ、アメリカ、アジア。 当社
は、フランスの複数の研究機関、大学、工学部
と協力して、研究開発プログラムにかなりのリ
ソースを投入しています。
パリの西60 kmに位置する当社には、高性能ト
ランスデューサを製造するための最先端の自動
化機器を含む、1500 m2を超える研究製造施設
があります。 センサ素子から最先端のPCBま
で、すべてのセンサの設計を担当するエンジニ
アリング部門は、お客様の要件を満たすために
特定のセンサーを開発することもできます。

2

センサを開発するために、最先端の技
術とコンポーネントを使用していま
す：エンジニアリング部門による
3D、デジタルシミュレーション、お
よび有限要素ソフトウェア。

顧客の高い要件を満たすため、EFEは非常に早い段階で、圧力トランス
デューサ用の独自のセンシング技術を開発することを決定しました。
この技術である薄膜は、主に物理蒸着法、より正確には金属ダイアフラム
（ステンレス鋼、チタン、インコネル、ハステロイなど）のスパッタリング
プロセスを使用して製造されます。
EFEが使用する薄膜は、シリコンベースのセンサーのオイルセパレーターや
セラミックテクノロジーのオーリングのように、センシング要素と測定対象
の流体との中間体を必要としない唯一のテクノロジーです。
これらの中間物は、顧客のアプリケーションで要求される信頼性とパフォー
マンスに関する弱点です。
EFEの技術により、ダイアフラムは圧力ポートに溶接され、接液部は完全に
金属製です（ステンレス、チタン、インコネルなど）。

薄膜技術の主な利点
・温度に対する非常に限られたシフト、簡単に補正可能
・負圧を測定する標準機能（–1 barまで）
・20°Cおよび補償温度範囲での高精度機能
(合計誤差帯域)
・測定流体の温度の高速な変化に対する、ダイアフラムに直接統合された
アクティブな補償
・長寿命と優れた長期安定性
・内部シール無し、オイルセパレータ無し
・ほとんどの腐食性流体との直接の互換性：オイル、スカイドロール、
ブレーキフルードなど

過酷な環境に耐える最新かつ最
高品質の電子PCBおよびコン
ポーネント

・限られた温度シフトでの高温機能（最大250℃）
低圧力範囲では、独自のシリコンベースの技術を開発し、薄膜と比較
して最高の性能を達成するためのあらゆる努力を注いでいます。
そのため、EFEのシリコンピエゾ抵抗検出素子はすべてステンレス製
で、圧力ポート（オーリング無し）に溶接され、高温機能です。

EFEの品質システムはISO 9001–2008の認証を取得しています。 また
組織は、100％の顧客満足度を目標に設計されています。
EFEの工場で製造されるすべてのセンサは、長いバーンインおよび制
御プロセスを通過し、顧客のアプリケーションで最高のパフォーマン
スと安定性を保証します。 カスタムメイドまたは特定のセンサの場
合、製造プロセスに追加のテストを追加して、特定のアプリケー
ションでの製品の信頼性と性能を保証できます。
これらのテストのほとんどは、生産の良好なトレーサビリティを確保
するためにデータベースに記録されます。
すべての校正機器はCofracトレーサブルまたは同等のであり、新規
または使用済みのユニットに対し校正証明書を提供できます。
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高性能
圧力センサ
EFEの高性能圧力センサとトランスデューサは、ほとんどのアプ
リケーションにソリューションを提供します。
また、ご要望に応じて、±50 mbarから-1 / + 10 bar以上の負圧
および正圧を提供します。
アナログ出力（2mV/V、0.5-4.5VDC、0-5VDC、1-6VDC、0-10VDC、
4-20mA） を提供し、デジタルにはCANbus出力があります。
最新の線形化とデジタル補正技術により、アナログとデジタルの
両方のトランスデューサーは、室温で高い精度（±0.05％fs）ま
た、補償された温度範囲での優れた総誤差帯域（すべての誤差≤
±0.1％fsを含む）持ちます。
EFEの高性能トランスデューサにより、精度は顧客の次のような
アプリケーションのその他の主要な仕様を制限しません:
- 内蔵エレクトロニクスで最大5kHzの帯域幅
- –55°C〜125°C（オプションで140°C）の大きな温度能力
- 堅牢な構造、すべてステンレス鋼またはインコネル
アナログまたはデジタルの一部のモデルは、ソフトウェア制御のゼロ
とスパンを提供します。

PST220
工業用圧力トランスデューサ。
標準価格で高品質。 アナログ出
力：mV / V、0-5V、0-10Vおよ
び4-20mA .1 kHz帯域幅標準

PTA220
正確な圧力トランスデューサ。
±0.1％fsの非直線性とヒステリシ
ス。アナログ出力：mV /V、
0-5V、0-10Vおよび4-20mA。少な
い温度シフト

EFEは1999年以来ISO 9001
認証を取得しています。
EFEの工場で製造されるす
べてのセンサは、長いバー
ンインおよび制御プロセス
を通過し、顧客のアプリ
ケーションで最高のパ
フォーマンスと安定性を保
証します。
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PGP220
20°Cで±0.05％fsまでの優れた総誤差
帯域を必要とするアプリケーション向
け。そして、±0.5％fs 最大。 温度影響
を含むテストベンチ測定に最適

50 mbar ～ 3000 bar
アナログまたはデジタル出力
±0.05％fsまでの精度

最大±0.1％fsの合計エラー帯域
ソフトウェア制御のゼロとスパン
ネジ山と電気接続の選択

PGA220
汎用航空宇宙用圧力トランスデューサ。
-55°C / + 70°Cから-55°C / + 125°Cまでの
補償。スカイドロールおよび灯油と互換
性のある全ステンレス鋼の圧力接続。
20℃および温度において高精度

PDS220
デジタル出力を備えた圧力トランスデューサ。
CANOpenプロトコルを使用したCANBus。室
温での高精度および補償温度範囲にわたる多項
式補正

PDM220 (wet/wet) and PWD220 (wet/dry)
液体および気体用の差圧変換器
±100 mbar〜250 barの単方向および双方向増幅
出力を備えたコンパクト。
動作温度-40°C〜+ 125°C
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小型及び超小型

(ミニチュア、サブミニチュワ)

圧力センサ
40年以上の経験により、EFEは独自の小型および超小型圧力変換
器を開発してきました。この完全な範囲には以下が含まれます:
- 低圧（100 mbarから）、高圧（最大3000 bar）および負と正圧
範囲（-1 barから）。
- 非増幅センサ
- アナログまたはデジタルの組み込み電子回路付トランスデューサー
- 補正された温度範囲内のすべての誤差を含む究極の合計誤差帯域
（≤±0.1％fs）を提供するデジタル補正されたトランスデューサーに
よる標準または高精度。
- 広い温度範囲能力：増幅されていないセンサでは-55°C～250°C、
増幅されたセンサでは-55°C～+ 175°Cです。
- セミフラッシュ ダイアフラムによる高い動的能力
- オンボード アプリケーション（8-16Vまたは8-30V電源）に適合し
た高性能ビルトイン エレクトロニクス、高帯域幅機能（最大5ま
たは10 kHz）、低ノイズ、低消費電力（<10 mA）
- 腐食性媒体との互換性を可能にする全ステンレス鋼構造
- 過酷な環境で実証された堅牢な構造

PST160
全ステンレス製の小型センサ。
mV / V、0.5-4.5V、0-5V出力で
利用可能。 1〜600 bar、絶対圧
＆ゲージ。ケーブルまたはコネ
クタ出力

PSF160

EFEの小型センサには、多数のオ
プションが用意されています。機
械的接続の幅広い選択肢。

動的測定用の小型センサー。 セミフラッ
シュダイアフラム：0-5〜0-400 bar。
0.5-4.5V DCまたは0-5V DC出力。
最大100kHzのダイアフラムの固有振動数
（圧力範囲に応じて）

Swagelok®6mmチューブ、¼VCR
を含む。ケーブルおよびコネクタ
出力。ステンレス製の構造によ
り、ほとんどの液体に適合します

SN#

圧力
(bar)

998745126

圧力、圧力と温度の校正証明書、および納入され
たセンサーとの適合証明書を提供できます。
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4,8
7,2
9,6
12
9,6
7,2
4,8
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-40°C
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信号(V)

エラー
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信号 (V)
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0,193
0,736
1,277
1,817
2,357
2,893
2,356
1,818
1,276
0,735
0,192

-0,118
-0,015
0,015
0,007
0,000
-0,155
-0,037
0,044
-0,022
-0,052
-0,155

0,194
0,737
1,278
1,819
2,357
2,894
2,357
1,818
1,278
0,736
0,194

-0,081
0,022
0,052
0,081
0,000
-0,118
0,000
0,044
0,052
-0,015
-0,081

信号V)

0,194
0,737
1,278
1,820
2,358
2,895
2,358
1,821
1,279
0,737
0,195

80°C

125°C

Tol. +

エラー
(%FS)

信号 (V)

エラー
(%FS)

信号 (V)

エラー
(%FS)

-0,081
0,022
0,052
0,118
0,037
-0,081
0,037
0,155
0,089
0,022
-0,044

0,195
0,737
1,279
1,820
2,359
2,896
2,359
1,820
1,280
0,738
0,195

-0,044
0,022
0,089
0,118
0,074
-0,044
0,074
0,118
0,126
0,059
-0,044

0,194
0,736
1,278
1,819
2,359
2,896
2,359
1,820
1,279
0,737
0,195

-0,081
-0,015
0,052
0,081
0,074
-0,044
0,074
0,118
0,089
0,022
-0,044

正

0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250

Tol. 負

-0,250
-0,250
-0,250
-0,250
-0,250
-0,250
-0,250
-0,250
-0,250
-0,250
-0,250

PDC127センサーNo. 998745126の全体的な精度

Erreur
(±%EM)

0,155

-40°C
-0°C
25°C
80°C
125°C
Tol. +
Tol. -

0,500
0,400
0,300

PGP160
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全ステンレス鋼の小型センー。
mV/Vおよび電圧出力を利用できま
す。 優れた精度（±0.1％または
±0.05％NLH）。ケーブルまたはコ
ネクタ出力

エラー（％FS)

0,200

Pente de Ordonnée
référence à l'origine
optimisée optimisée
(V/bar)
(V)

0,22508

0,1898

電源
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マルチメータ
MU047
蒸し器
ET001

Calibrateur pression
CA009

0,100
0,000
0
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8
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-0,100
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-0,300
-0,400
-0,500

Pression (bar)
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100 mbar ～ 3000 bar
アナログ又はデジタルの組込電子回路
±0.05％fsまでの精度
最大±0.1％fsの合計エラー帯域
動的測定
全ステンレス製
250°Cまでの高温
低消費電力（<10mA）

PHT100
高温超小型トランスデュー
動作温度：-40°C〜+
175°C。
サ。
増幅出力：0.5〜4.5V DC。
超軽量センサーと非常に堅牢な設計

PST860
極小の圧力トランスデューサ。
直径8.6mm、わずか5グラ
ム。 組み込み増幅器
（0.5-4.5VDC)。広帯域幅機能。
高温タイプが利用可能。

PCM120
1つのセンサーPT100または
PT1000：直接出力（オーム）
の圧力と温度。 増幅された圧
力出力：0.5-4.5V DC。動作温
度-40°C〜+ 125°C

PHT120
直径12.7mmの高温センサー。
-40°C〜+ 175°Cで動作します。
増幅出力：0.5-4.5V DC。
-1〜250 bar、絶対圧＆ゲージで利用可能。
コネクタ又はケーブル出力。
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厳しい環境用
圧力センサ

当社の製品は、過酷な環境に耐えるように設計されており、40年
以上にわたって搭載アプリケーションに圧力センサを供給してき
たため、センサ、特に小型にかかる環境の制約に気づきました。
実績のある高品質の電子回路に関連する当社の薄膜技術は、自動
車、モータースポーツ、防衛、航空宇宙などの搭載アプリケー
ションでの使用に成功しています。
センサの過酷な環境は、高レベルの衝撃、振動、加速度、温度を
組合わせたアプリケーションで構成されることがよくあります。
不適切なセンサーは、腐食性流体、放射線、圧力脈動又はスパイ
クによって損傷を受ける可能性もあります。
これらすべてのケースで、実績のあるソリューションを提供していま
す。 当社の薄膜技術は、100％金属製であり、多数の圧力サイクル
が可能で、ガンマ放射線環境に適合しているという利点があります。
当社の製造プロセスでは、バーンインと、生産の100％で適用さ
れる多数の品質管理、および高品質コンポーネントの選択によ
り、顧客の用途におけるセンサーの信頼性が保証されます。

PHE220
過酷な環境向けのコンパクトなセンサ。
信頼性の高い測定のための非常に堅牢な
設計。内蔵増幅器（0.5-4,5V、0-5Vまたは
1-6V）。動作温度 -40°C / + 125°C。
-1barから+600barまで高精度

PHE160
増幅器を内蔵した小型トラ
ンスデューサー。
-1〜400 barで利用可能
動作温度–40°C〜+ 125°C。
8-30V DC電源による電圧出力

PHP160
高圧トランスデューサ：
2000、2500、3000 bar内蔵電子回路：8
～30VDC電源で0～5V出力。高速電子回
路：5kHzの帯域幅が利用可能です。高
精度：最大±0.05％fs。組み込みおよびテ
スト ベンチ アプリケーションに対応

PST160
小型(ミニチュア)圧力センサー
メタル/メタルシーリング用の¼VCR接続。
アグレッシブな液体に最適な全オールステンレ
ス鋼。圧力、温度範囲、精度の幅広い選択肢。

ディスプレイ、コネクタアセンブリ、およ
びアクセサリー（オーリング、ダウティ
シール）をセンサーに適合させたターン
キー ソリューションを提供できます。
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・すべての金属接液部品。
・ステンレス鋼、チタン、インコネル
・内部オーリング、オイルセパレーター
なし
・腐食性流体に適合。
・補償 -55〜+ 250°C
・過酷な環境向けに設計。
・信頼性が高く、長期間安定した測定。

PET160
極高温用の圧力センサー。
250°Cまでの動作および補償。
オプションのケーブルにあるリ
モートアンプ。 すべてステン
レス鋼と堅牢なセンサー

PHE100
電子回路を内蔵した超小型セン
サー。 非常に堅牢なデザイン。
過酷な環境に対応。 -1〜250
barで利用可能

PHE860
電子回路を内蔵した最小のトラ
ンスデューサー。 低質量：わず
か5グラム。動作温度-40°C〜
+ 140°C。 高動的測定

PHT220
高温圧力センサー。 動作温
度-40°C〜+ 175°C。 リクエ
ストに応じて最高225°C
温度における優れた精度。 内
蔵またはリモートアンプ

特注(カスタム)
圧力センサ
アプリケーションで特定の圧力センサーが必要な場合は、妥当
な時間内にソリューションを提供できます。当社のアプリケー
ションエンジニアチームは、お客様の要件を調査し、顧客のアプ
リケーションに適したセンサーを定義する準備ができています。
弊社の標準センサーのいずれかをカスタマイズできます。 幅広
い製品で、通常、顧客のほとんどの要件に対応できます。
毎
年、厳しい時間枠に合わせて顧客向けにカスタマイズされたソ
リューションを設計しています。
ただし、それができない場合は、顧客の要件に基づいて特定のセ
ンサーを開発できます。 また、EMC、環境試験、振動、標準へ
の認定（RTCA-160 D0など）との専門ラボとのパートナーシッ
プにより、内部または外部のテストにより、仕様に対する製品の
認定を管理できます。これらの特別な開発については、 完全な
設計仕様をコンパイルし、製品の耐用年数にわたる製造を保証
し、プロジェクトの成功に必要な技術サポートを提供します。
自動車、航空宇宙、防衛、石油・ガス、原子力、研究など、さま
ざまなアプリケーションでの特定のソリューションの経験があり
ます。

非常に正確で信頼できるトランス
ミッタ。ソナー用途向けに設計。
3000メートルの深さまで防水。
実績のあるテクノロジー：20年の
経験

水中ミニチュア圧力センサー。
海中に準拠したコネクタ出力。
深さ1000メートルまで定格。
圧力範囲、ねじ山、精度をニー
ズに合わせて調整できます
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船舶用の小型圧力センサー。
すべてインコネルの堅牢な構造
100°Cで±0.5％fsの合計誤差帯域。
冗長シーリングを含む

フラッシュダイアフラムの小型圧力
センサ。全ステンレス鋼。オプショ
ンのリモートアンプを使用したmV /
V出力。高圧および高帯域幅機能。

高精度で安定した圧力トランス
デューサー。 フランジ接続のイン
コネル製接液部品。
原子力用途に適合。
放射線耐性

増幅器内蔵の小型圧力センサー。
オールステンレス製の堅牢な構造。
過酷な環境とオイルへの浸漬に耐える
ように設計(自動変速機アプリケー
ション）。
-40〜+ 150°Cで動作します。
3kHzの帯域幅

CE
圧力センサ

・アプリケーションに合わせてカスタマイ
ズされた標準センサー。
・仕様に基づいて開発された特定のセン
サー。
・RTRTCA DO-160に準拠したセンサー。
・地上試験、飛行試験およびプログラム
用のセンサー。
・FMEAを含む完全なドキュメント。

小型で動的な圧力センサー。
ミサイル用途向けに設計。
堅牢で衝撃に強い構造。
信頼性が高い。
組み込みアプリケーションに適合

埋め込みミサイル測定用の小型セン
サー。 内蔵増幅器0-5V DC出力。
-40 / + 125°Cで高性能。
3 / 8-UNJFネジおよびミニチュアDCS溶
接コネクタ。アグレッシブな流体に対応

航空宇宙用圧力センサ。
RTCA DO-160に完全準拠。
内蔵増幅器。
コンパクトで軽量（<120グ
ラム）。
非常に堅牢な設計MTBF>
100.000時間

テストベンチアプリケーション用の
幅広い選択肢の正確なセンサー
デジタルおよびアナログ出力
全温度範囲で最大±0.1％fsのエラー
バンド
-55 / + 125°Cまで使用可能です。

飛行試験用圧力センサ。
アナログ出力。
温度範囲にわたって非常に高い精度
（±0.2％fs）。
-55〜+ 140°Cで利用可能

飛行試験用の小型圧力トランス
デューサ。
0.5-4.5V DC出力
±0.5％fsまでの合計エラー帯域。
-55〜+ 130°Cで動作

圧力センサ

超小型そして高性能
独自の高性能および小型圧力センサーの完全な範囲
> 50 mbarから3000 barまで
>アナログまたはデジタル出力
>過酷な環境向けに設計
>超小型から工業用サイズ
>すべての金属：ステンレス鋼、チタン、インコネル（…）
>非常に動的なモデルが利用可能（セミフラッシュ）
>高温機能：–55°C ～ 250°C
>顧客の要件を満たすためにカスタマイズされた製品または

The leading Technology
販売: 株式会社パシフィック

テクノロジー

〒273-0005千葉県船橋市本町6-18-5アサヒ船橋ビル602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652
E-mail: sales@pac-tech.com URL: http://www.pac-tech.com/
ご注意:記載の仕様等はご通知無く改定されます。2019.10.3.

EFE.V9.00 - Imprimerie Gabel 02 32 82 39 39 [52936]

特定の製品

