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レベル計測においては，測定流体の種類や圧力・温度ならびに設置環境により，非接触式の超音波式，レーダ

ー式，接触式のフロート式，圧力式など様々な種類のレベル計が用いられる。特に接触式レベル計測については，

直接，測定対象の流体に製品自体が触れる構造となっていることから，対象流体に接液する部品の材質や，圧力

を取り出すための接続口などの仕様が多種多様化してきている。その結果，お客様の要求が多様化しており，製

品の品質・設計ノウハウなどの維持管理が課題になりつつある。これに加え，お客様のプラント生産での運転の

効率化への意識が高まってきており，これら多くの要求に応えるためには，柔軟かつ自由度をもった製品構成に

よりそれらの要求に応えられる製品を提供する仕組みが必要である。本稿では，差圧圧力を用いたレベル測定に

対する当社の取り組みと，レベル測定の課題点を解決するために開発を行ったディジタルリモートセンサ（DRS）

形差圧伝送器を紹介する。

Various meters are used for measuring liquid levels depending on the measurement fluid, 
pressure, temperature, and installation conditions. They include the non-contact ultrasonic 
type and radar type, and contact float type and pressure type. Since contact type level meters 
directly contact the liquid to be measured, the materials of wetted parts and the specifications 
of the connection for measuring pressure vary, and thus it is difficult to maintain the quality 
and design of these products in accordance with customers’ diverse requirements. Meanwhile, 
customers are seeking to increase the operation efficiency of their plant production. To satisfy 
these needs, meter manufacturers are required to offer a product lineup that flexibly responds 
to such requirements. This paper introduces Yokogawa’s solution to level measurement by 
using differential pressure and describes the digital remote sensor (DRS) differential pressure 
transmitter which solves problems regarding level measurement.

1. はじめに

差圧・圧力伝送器によるレベル測定アプリケーション
の中でも「キャピラリ方式等によるレベル測定」におい
ては，測定対象流体の腐食性ならびに測定圧力・温度へ
の対応が必要である。さらに，圧力取出し口（フランジ
接続やねじ接続）の規格・サイズへの対応などで，レベ
ル計測用差圧・圧力伝送器 (1)(2)(3) にも多種多様な仕様の
要求が増えてきている。加えて，レベル計測においても
高精度で測定できることへの要求が多く聞かれるように
なってきている。

本稿では，多種多様化したレベル測定に対応するため
の「組合せ型による製品構成の導入」と，高精度かつ効
率的なレベル測定を実現した製品の「ディジタルリモー
トセンサ（DRS）形差圧伝送器」について紹介する。

2. 差圧・圧力伝送器によるレベル測定

レベル測定は，タンクなどに充填された流動性物体の
境界面の位置を測定することであり，気体と液体，気体
と紛体，液体と液体などの境界面の位置を測る。レベル
の測定には，対象とする流動性物体や，原理，構造，目
的によって，フロート式レベル計，ディスプレーサ式レ
ベル計，圧力式レベル計，超音波式レベル計，レーダー
式レベル計など，様々な種類のレベル計が用いられる。
その中でも，圧力式レベル計は，密度が一定であれば

基準面から境界面までの高さは圧力に比例することから，
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レベルを直接的に測定できる（図 1）。内圧があるタンク
内における液体のレベル計測では，差圧計を用いること
で，内圧の影響をキャンセルすることができるため，精
度の高い測定を行うことができる。しかし，お客様プラ
ント内のタンク形状，設置条件，測定対象流体の状態（圧
力・温度）は多種多様であるので，それぞれの測定条件
に合った製品仕様が要求される。

図 1 圧力式のレベル計によるタンクレベル測定例

3. 組合せ型製品の導入

3.1 すり合わせ型製品の課題
レベル計測における伝送器の仕様は，前述したように，

測定対象の腐食性・粘度などの流体の特性，レベル測定
条件，プラント内での伝送器設置環境に合わせて，多種
多様なお客様の要求と伝送器の製品仕様をすり合せなが
ら製作可能な製品仕様を決めている。このような製品を，
すり合わせ型製品と呼ぶ。
この市場要求に応えるためには，メーカーとして各々

の要求に合わせた製品仕様を柔軟にラインアップし，お
客様の要求に応え続ける必要がある。しかし，各々の要
求が他のお客様に転用できるかどうかを判断することが
できず，仕様のすり合わせで必要となった要求は，特注
仕様として取り扱うことが多い。
また，お客様からの要求が多い仕様については，標準

化（標準仕様として製品ラインナップに組み込むこと）を
検討するが，仕様表現が限られた製品コード体系では，お
客様の仕様をコードとして，表現することができず，標準
化の妨げになることも多い。このため，お客様の要求仕様
を検討し，その仕様の製作可否，価格や納期などをメーカ
ー内で決定するプロセスが必要となり，納品までの期間や
販売価格，生産コストに悪影響を及ぼしている。

3.2 レベル計測用特注伝送器の傾向
レベル測定用伝送器は伝送器本体部とダイアフラムシ

ール部に分けられるが，特注仕様として設計を行う部分
はダイアフラムシール部に集中している。ここで要求頻
度が高い特注仕様を分析すると，標準ユニットあるいは
過去に設計された特注ユニットを様々な形で伝送器本体
と組み合わせ，新たな特注仕様となっている設計が多い。
このことが特注製品を多くしている原因のひとつである
ことがわかった。例を挙げると，１つの特注仕様の要求
で製作されたダイアフラムシールが，差圧伝送器本体ま
たは圧力伝送器本体に組み付けられ，３種類の特注仕様
を作り出している（図 2）。

図 2 特注製品設計の例

3.3  特注仕様を標準仕様に
お客様と仕様を相談して得られたお客様専用の製品仕

様（すり合わせ型製品）を達成するための特注設計・開
発は必要であると考えている。しかし，別々のお客様か
ら同じ仕様内容の特注要求がある場合，状況は異なり，
その特注の要求頻度が高ければ高いほどメーカーとして
市場要求を叶えていないことに他ならない。
つまり，要求頻度が高い特注仕様は市場全体からの仕

様要求であり，メーカーとしては標準仕様として製品ラ
インアップし，仕様・納期・価格などを明確にし，お客
様が購入しやすい製品仕様に展開すべき内容である。
メーカー側において，標準仕様は設計・開発・生産手

法・納品後のサービスまでが確立された仕様であり，製
品品質を保つのは難しくない。一方，特注仕様はお客様
専用に設計・開発されたノウハウを含んでいる。ノウハ
ウの伝達は設計者間でも難しく，知識は属人化し，納品
後のサービスや製品の品質維持が困難になっている場合
が少なからず発生している。製品の品質維持を行いなが
ら，多種多様な仕様要求に応えていくためには，要求さ
れている仕様をできるだけ標準仕様としてラインアップ
していくことが重要になってくる。

3.4 組合せ型製品の展開
図 2のように分岐をする製品ごとに形式を設け，製品

h

P1 - P2 = ρ × g × h
P1 : 下部の圧力
P2 : 上部の圧力
h : 液面の高さ
ρ : 液体の密度
g  : 重力加速度
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差圧伝送器と
2つのダイアフラムシールの組合せ

差圧伝送器と
1つのダイアフラムシールの組合せ

圧力伝送器と
1つのダイアフラムシールの組合せ
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ダイアフラムシール
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展開を行えば様々な要求に応えていくことはできる。し
かし，製品仕様が多種多様であるために分岐が多くなる
ことを考えると，製品形式のバリエーションが数百種類
にも及ぶことになる。むやみに製品形式を増やすことは，
その各々の製品についての維持管理・品質管理・購買管理・
サービス対応などに多くの時間と労力を発生させること
につながる。
3.2 項で述べたように，レベル計測用の伝送器は，ダイ

アフラムシール部と伝送器本体部の組合せのバリエーシ
ョンで製品仕様が増えることになる。そこで，各部を１つ
の製品として位置づけ，ダイアフラムシール製品と伝送器
本体製品をそれぞれ選び，それらを組み合わせる運用を
すれば，自由度の高いソリューションとしての製品提案が
可能になる。これが組合せ型製品の考え方である。
製品を伝送器本体とダイアフラムシール部を組み合わす

構成にすれば，まずダイアフラムシール製品をお客様要求
の仕様に合わせてラインナップを拡大する。次に，同じダ
イアフラムシール製品を差圧伝送器本体や圧力伝送器本体
に組み合わせることで，製品バリエーションはお客様要求
に比較的容易に応えていくことができる（図 3）。

図 3 組合せ型製品コード構成

このような組合せ型製品の考え方を導入することによ
り，設計開発・生産工程において，特注設計に関わる工
数を削減し，標準仕様の製品開発への工数シフトを行え
る。また，生産プロセスにおいても，一品一様で特注仕
様ごとに品質チェックを行っていた工程を標準工程に置
き換えることで，安定した品質を維持できる。このように，
標準仕様の製品を組み合わせることにより，お客様への
仕様の明確化，納期の短縮，価格の低減など大きな変革
を行える。

4. ディジタルリモートセンサ（DRS）形差圧伝送器

今回，組合せ型製品を代表するものとして，DRS 形差
圧伝送器を開発した。一般的に用いられているキャピラ
リ方式を用いたダイアフラムシール付差圧伝送器（以下，
キャピラリ式差圧伝送器と呼ぶ）の課題（4.1 項）を解
決するため，DRS 形差圧伝送器は，高圧側（マスター）
と低圧側（スレーブ）の２台の圧力センサを専用通信ケ
ーブルで接続し，相互通信をすることにより差圧測定が
行えるようになっている（図 4）。本製品は，伝送器本体
を２台使用することで，“ねじ接続＋ねじ接続 ”を基本形

に，“ フランジ接続＋フランジ接続 ”，“ ねじ接続＋フラ
ンジ接続 ”，“ サニタリ接続＋サニタリ接続 ” などバリエ
ーション豊かな製品となっている（図 5）。

図 4 ディジタルリモートセンサ（DRS）形差圧伝送器

図 5 DRS 形差圧伝送器のバリエーション展開

4.1 キャピラリ式差圧伝送器の課題
キャピラリ式差圧伝送器（図 6）を用いたレベル測定

の場合，ダイアフラムシール受圧部が封入液入りのキャ
ピラリを介して伝送器本体に接続されているため，導圧
菅の詰まりやリークなどの心配がない。また，設置の際
には導圧管の工事が不要であり，ダイアフラムシールの
受圧部をフランジ接続で直接取り付ければよい。

図 6 キャピラリ式差圧伝送器

しかし，キャピラリ式差圧伝送器を使用する場合，次
の点に注意する必要がある。
（1）取り付け
キャピラリ式差圧伝送器では，封入液を満たしたキャ
ピラリチューブを用いることから，キャピラリチュー
ブの長さ（高低差）に制限がある。一般的に 10	m 以
上（封入液密度に依存）の高低差がある場合には，ト
リチェリ真空などが起こり，正確な測定ができないこ
とがある。

（2）温度ドリフト
周囲温度が大きく変化する場合，キャピラリチューブ
に満たされている封入液の膨張，収縮などにより，密

ダイアフラムシール付差圧伝送器

差圧伝送器（本体部）

ダイアフラムシール製品（高圧側）

ダイアフラムシール製品（低圧側）

組合せ型製品

製品

製品

製品

(a) フランジ接続
＋フランジ接続

(b) ねじ接続
＋フランジ接続

(c) サニタリ接続
＋サニタリ接続
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度変化や体積変化が起こり，測定結果に誤差が生じる
場合がある。特に屋外での使用時にキャピラリチュー
ブ片側だけに日射がある場合など，アンバランスな周
囲の温度条件下では測定結果に大きな影響が出ること
がある。

（3）応答速度
キャピラリチューブの長さ，内径，封入液の粘度にも
よるが，特に低温環境下で使用している場合など，応
答時間が数秒から数十秒になる場合がある。この圧力
伝達の遅れにより，測定結果に影響が出る場合がある。

4.2 ディジタルリモートセンサ（DRS）形差圧伝送器の特徴
4.2.1 DRS 形差圧伝送器の概要
DRS 形差圧伝送器は，キャピラリ式差圧伝送器とは異

なり，キャピラリチューブを介さずに，データ通信ケー
ブルで高圧側と低圧側のそれぞれの圧力センサを接続し，
圧力情報を送受信する。そのため，キャピラリ方式の次
の課題を解決した。
（1）取り付け
キャピラリ式差圧伝送器をタンクレベルの測定に使用
する場合は，大気圧（トリチェリの真空）の影響により，
高圧取付位置，低圧取付位置，または伝送器本体の設
置位置間の高低差の最大値が 10	m までという制限が
あった。しかし，データ通信ケーブルを用いることで
封入液を充填したキャピラリを必要とせず，大気圧の
影響を受けることがないため，10	m 以上の高低差の
位置での測定が可能になる。

（2）温度ドリフト
屋外タンクのレベル測定は，キャピラリ式差圧伝送器
では日射などの影響により出力が大きく変化する場合
がある。しかし，DRS 方式の場合は封入液を受圧部と
センサ部のみに充填し，できる限りその充填量を少な
くしているため，膨張，収縮の影響を小さく抑えるこ
とが可能である。また，それぞれの圧力センサがもつ
温度センサによって周囲温度変化に対する温度補正が
行われるため，周囲温度環境の変化に対する影響を最
小限に抑えることができ，安定したレベル測定が可能
である。
図 7は日射による温度ドリフトの影響をDRS 形差圧伝
送器とキャピラリ式差圧伝送器を比較したグラフで，
低圧側のダイアフラムシール部とキャピラリの先端か
ら 1	mの範囲にのみ温度変化を加えた，日射影響を想
定した具体例である。
測定レンジを 100	kPa として低圧側が約 30	℃の温度
変化を受けた時，キャピラリ方式の場合，約 -2.0% の
誤差が発生しているが，DRS 形の場合はほとんど出力
に変化がなく誤差が 0.2% 程度になっていることがわ
かる。キャピラリ式差圧伝送器に比べると実に 1/10
の誤差に抑えられている。

このテストデータは，測定レンジを 100	kPa としてい
るが，10	kPa 程度の測定の場合は，キャピラリ方式の
誤差が 10 倍の -20% となるため，測定データに大き
な影響が出ることは容易に想像できる。

図 7 日射影響の比較試験

（3）応答速度
キャピラリ式差圧伝送器の場合，使用環境にも依存す
るが，キャピラリチューブの長さ，内径や封入液の
粘度により応答時間が長くなる場合がある。しかし，
DRS 形差圧伝送器の場合，データ通信ケーブルにより
ディジタル情報を伝達するので，応答時間は一定で安
定した測定を行える。高圧側および低圧側のデータ通
信においては，測定タイミングを同期させながら，圧
力値を毎秒で数回更新してデータを伝達するため，測
定出力に影響することはない。

（4）高差圧測定
近年，アップストリーム市場や高圧タービンなどでは
高差圧測定の需要が増えているが，一般的な差圧伝送
器などで測定可能な差圧圧力は 10 ～ 20	MPa 程度ま
でである。一方，DRS 形差圧伝送器の場合，50	MPa
まで測定可能な高圧対応の圧力計を高圧側および低圧
側にそれぞれ用いて差圧測定を可能にしたことによ
り，高差圧測定が可能となる。

4.3 DRS 形差圧伝送器の新技術
4.3.1 新カウンタ方式
DRS 型伝送器は，消費電力を抑えるため，センサ信号

の周波数カウンタの一部に，Λ（ラムダ）型カウンタと
呼ばれる新方式を採用した。
測定精度を左右するセンサ信号の周波数カウンタは，

高い精度が求められる。周波数カウンタの精度を向上させ
るためには，カウンタの動作クロック周波数を高める必要
があるが，動作クロック周波数を高めることと消費電力を
抑えることはトレードオフの関係にある。一方，伝送器全
体では，非常に小さい電力で動作する必要がある。したが
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って，伝送器に必要とされる低消費電力と測定精度を両
立するためには，カウンタに工夫が求められる。
従来型の伝送器は，Π（パイ）型カウンタ（図 8 左）

と呼ばれるカウンタを採用している。Π型カウンタは，
まずゲート時間内にカウントされる被測定信号の総数と，
ゲート内の最初の被測定信号検出時刻および最後の検出
時刻から，ゲート内の被測定信号の周期の総和を求める。
次にその総和を被測定信号の総数で除することで，信号
１波形分の周期を求め，その逆数から周波数を算出して
いる。この方式はレシプロカル型と呼ばれるよく知られ
たアルゴリズムである。従来型の伝送器は，Π型カウン
タと⊿ T回路と呼ばれる端数拡張回路を組み合わせるこ
とで，カウンタの測定精度を高め，低消費電力と測定精
度という二つの要求を両立していた。
しかし，DRS 形差圧伝送器は，２台のセンサ信号を測

定するために，センサ信号のカウンタ２台分を従来型の
伝送器と同じ電力で動作させる必要がある。
従来型の伝送器より 2台のセンサの消費電力を小さ

く抑えるため，DRS 型差圧伝送器では，Λ型カウンタ
（図 8 右）と呼ばれる方式を採用した。この方式は，Π型
カウンタとアルゴリズムが異なり，ゲート時間内を複数
の区間に分けて信号周波数を平均化する処理を行ってい
る。この処理を行うことによって，被測定信号の揺らぎ
（ジッタ）が打ち消される。このため，Λ型カウンタはΠ
型カウンタと比べ，高精度の測定が可能となる。
Λ型カウンタを採用することによって，カウンタ単体

の測定精度が向上したため，従来型の伝送器で使用して
いた⊿ T回路を使用しなくても，必要な測定精度が得ら
れるようになった。このため，⊿ T回路を構成している

部品分の消費電力の削減が可能となり，センサ信号のカ
ウンタ２台の同時駆動が可能となった。

4.3.2 折れ線近似
異形タンクのタンク容量計測の場合，実際に得られる

圧力値とタンク容量は比例しないことがある。図 9は円
形タンクの場合の圧力値とタンク容量の例になる。タン
クの形状から実際に得られる圧力値とタンク容量はグラ
フの青線部になり，比例しない。

図 9 折れ線近似演算

伝送器からの出力とタンク容量を比例させたい場合に
は，タンクの形状に従った出力補正を行う必要がある。
DRS 差圧伝送器では，FieldMate を使用して，タンク形
状に応じた折れ点近似座標を簡単に設定することが可能
になった。オンラインモードで，タンク形状，タンクの
高さなどの各種パラメータを入力することによって，折
れ点近似座標の計算を行い，補正テーブル（最大 30点）
を生成する。このテーブルを伝送器やデータベースにダ
ウンロードすることによって，伝送器からの出力とタン
ク容量を比例させることが可能になる。
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図 8 Π型カウンタとΛ型カウンタ
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4.3.3 フランジ取り付け伝送器
DRS 形伝送器には，次の図 10に示す３つの特性が求

められる。
1.	高精度・長期安定性
2.	最高 315	℃まで測定できる接液構造
3.	フィールド機器全般に求められる耐振動特性

図 10 DRS 形差圧伝送器に求められる特性と設計思想

今回，DRS 形差圧伝送器では，上記 2,3 を両立させ
るよう，伝送器本体部の接続部品を新規に設計した。耐
振動特性の設計にあたり，構造を円筒の片持ち梁と仮定
して，曲げモーメントに対する梁

はり

部材の変形のし難さを
表した量である断面２次モーメント I は，図 11の式で
表される。この時の片持ち梁の任意の点における曲げ応
力はσとなる。このとき，使用される金属材料の疲労限
255	MPa を上回らないような梁を設計し，315	℃まで測
定できる接液構造と耐振動特性を両立した伝送器本体部
とフランジの接続構造を設計した。

図 11 耐振動特性

4.4 DRS 方式の差圧測定における留意点
１台のセンサにより差圧測定を直接行うキャピラリ方

式に比べ，２台のセンサを用いる DRS 方式で差圧測定を
行う場合は，高圧側と低圧側個々にかかる圧力値（静圧値）
を考慮する必要がある。特に，静圧圧力が大きく，かつ
差圧圧力が小さい場合には，各々の方式で差圧測定の製
品精度の考え方に大きな違いが出てくる。

例えば，タンク内圧が高く，比重の小さい流体を測定
する場合，高静圧（10	MPa）低差圧（100	kPa）の圧
力測定となる。このとき，ダイアフラムシール方式では
100	kPa スパンのセンサを用いれば，安定した精度で差
圧測定ができる。しかし，２台のセンサを用いる DRS 方
式の場合，高圧側，低圧側のそれぞれのセンサで圧力を
受けるため，静圧値と差圧値を加算したセンサ（10	MPa
以上）を選択する必要がある。このため 10	MPa スパン
以上のセンサで 100	kPa の差圧を測定するため，Turn-
Down 比（100：1）が大きくなり精度に影響する。高精
度のセンサを使うなど，センサ確度の確認が必要となる
（図 12）。

図 12 キャピラリ方式，DRS 方式の測定レンジ比較

5. おわりに

本稿では，レベル測定用差圧圧力伝送器のお客様の要
求の実現と，ディジタルリモートセンサ（DRS）形伝送
器の特長について紹介した。
ディジタルリモートセンサ形伝送器含め，組合せ型製

品によるレベル測定用伝送器製品は販売を開始したばか
りであるが，今後もお客様の声に耳を傾け，多種多様化
するソリューションへの対応力を強化・発展していく所
存である。
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十分な信頼性のある既存部品を流用し，
（市場での実績 20 年以上）
315℃使用時でも信頼性を確保

2. 最高 315℃で使用可能かつ
3. 耐振動特性を満足するよう新規設計

シリコンレゾナントセンサの使用により
1. 高精度・長期安定性を実現

I ：断面2次モーメント [mm4]  
d2：円筒外径(=45.4) [mm]
d1：円筒内径(=43.0) [mm]
σ：発生応力[MPa] 
W：荷重＝伝送器質量×共振加速度 [N] 
L：梁の全長(=240) [mm] 
y：断面における梁の中心から端部までの距離(=d2/2=22.7) [mm] 
x：梁の任意の位置(=40) [mm] 

L

x

d1d2

W

PH
PL

マスター
（高圧側）

スレーブ
（低圧側）

PH
PL

キャピラリ方式

100 kPa
センサ

2 MPa
センサ

差圧：50 kPa

タンク
内圧

DRS 方式
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