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An Ultrasonic Level Meter Using Dual Synchronous Integrator ADLEVEL

40 kHzの超音波を用いた最長20 m用の超音波レベル計を開発した。超音波は空気伝搬による減衰が大きくこ

の領域では，確実に超音波エコー波を捉えるためには，110 dB以上のS/N比を必要とする。これを解決する手

段としてX,Y二相同期積分方式でエコー波を受信，さらにマイクロプロセッサによるソフト処理によって高いS/

N比を実現した。二相同期積分方式では強力な超音波パルス波を発生させることなく，パルス数の増加で感度

アップできるなど安定した動作を期待できる。PZTによる堅牢な超音波送受波器と共に特殊な電気部品を用い

ることなく高性能のフィールド用のレベル計を完成した。
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An ultrasonic level meter which is capable to measure up to 20 m using 40 kHz ultrasonic wave has

been developed. It requires an extremely high S/N ratio around 110 dB to detect the echoed signals

which are attenuated through long distance propagation in air.  In order to achieve such a high S/N

ratio we have developed a new technique of dual synchronous integrator and its related software algo-

rithm. The technique is realized by increasing pulse train instead of energizing the pulse intensity

using normal electronic parts.  The novel ultrasonic level meter has the features of stable long distance

measurement with high accuracy, immunity to corrosive atmospheres and foamed surfaces, resulting

in high reliability of level measurement.

図１　超音波レベル計外観

1. は  じ  め  に

超音波レベル計は超音波送受波器から送信される超音

波が液面で反射してもどってくるまでの往復時間により

レベル測定をしている。一定のビームサイズが液面レベ

ルの平均化に役立っており，測定対象物とは非接触であ

り影響を与えない特長がある。超音波レベル計は設置・

保守など容易であり，長期間メンテナンスフリーとして

特長があり，フィールド用として広く利用されている。

図１は二相同期積分方式による超音波レベル計の外観

を示したものである。　

超音波の音速は温度によって変化することから，音速

補正を必要とする。また測定距離や湿度・泡面など反射

面の形状・物体でエコーレベルが大きく変化する。0.5 m

～20 mのレベル計とした場合，エコー処理としては110

dB以上のS/N比を必要とする。従来は強力な超音波を発

生させることと，低ノイズアンプを用いることで実現し
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ていたが，本器では特別のシールド等を施すことなく，

二相同期積分方式でエコー波を受信，マイクロプロセッ

サのソフト処理によって実現することを目標として開発

した。

2. システム構成

2.1 各部の構成

図２は二相同期積分方式による超音波エコー受信回路

のハード・ソフトを含めた全体構成図である。一個の送

受波器で40 kHzの超音波を送信とエコー波の受信を行っ

ている。受信したエコー波信号は，一定レベルにゲイン

コントロールした後，二相同期積分回路によってDC変換

し，ディジタル化している。

ディジタル化された信号は残留

ノイズを含んでいるが，さらにマ

イクロプロセッサにより，データ

重ねや移動差微分などのデータ処

理を経て，演算によってエコー波

のみを復元させ，エコー波到達時

間からレベル演算して，ディジタ

ル表示をしている。

2.2 二相同期積分回路

エコー波は反射面までの距離の

変化が往復時間の変化として返っ

てくる。同期積分回路はこのエ

コー波を同期積分受信するもの

で，本器の独特の動作部分であ

る。図３は２相同期積分部分の原

理図である。いま同期スイッチP

でエコー波と同期した信号を半波

毎にON / OFFし，さらに180度位
＿

相反転したPでスイッチしたとす

るとエコー波は全波積分される。

図２　信号の処理フロー

図３　二相同期積分回路
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しかしエコー波は距離に応じて時間が変化することか
＿

ら，任意位相で入ってくる。もしエコー波がP，Pと90度

の位相関係にあった場合，積分出力が現れない。そこで
＿

いま一つの同期積分回路をQ，Qとして設け，90度移相さ

せてスイッチさせることで任意位相に対して常に積分値

が得られるようにしている。

同期スイッチのタイミングは，160 kHzを$1分周し，送
＿

信信号に同期したスイッチをP，Pとしその出力をX出
＿

力，90度移相した分をQ，Qとしその出力をY出力として

いる。　　

同期積分方式は，信号周波数のみを検出するという特

長の他，次項に述べるごとく独特のノイズの性質を持っ

ている。また送信波形の時間を長くすることで積分値が

大きくなるので，結果として感度の増加を図ることがで

きる。本器では近距離と長距離とで送信波数を１:４に選

び，12 dBの感度変化を持たせている。

2.3 同期積分におけるノイズの性質

同期積分回路は，半周期毎に積分器入力の符号が反転

しているから，同期した周波数がDC分として積分され，

他の周波数は同期信号で正負の極性反転を繰り返すのみ

で積分出力とはならない。このことは同期積分における

ホワイトノイズは時間関数の乱数として積分され，その

合成は同じく乱数として扱うことができる。したがって

繰り返しによるデータ重ねは，ノイズの増加にはならず

信号のみが拡大されていく。

また移動平均化など時間軸で合成したデータも，同様

にノイズは乱数として増加しないことから，信号のみが

拡大されるので，応答時間の許容する範囲で移動平均の

幅を増加することによってS/N比を改善できる。このこ

とは従来の全波整流型と比較すると極めて効果が大き

く，本方式ではノイズに埋もれたエコー波であっても容

易にキャッチすることが可能である。

図４は同期積分回路における信号とノイズとの積分波

形を図形化したもので，全波整流波形はノイズも時間と

共に次第に積分されるが，同期積分回路ではエコー信号

のみが積分され，ノイズは乱数として積分されない。

このことは，N回の合成した場合のS/N比は，全波整流

では N 倍に増加するものが，同期積分では同期周波数

と一致しない電圧は交流分として積分されるので，積分

出力の増加が見られない。一例として100回合成を試みた

場合，全波整流では20 dBのS/N比の改善を期待するが，

同期積分回路では40 dBの改善を期待できる。

図５は同期積分出力のS/N比を示したものである。

2.4 エコー波形の実測例

図６は15 mでの距離におけるエコー波形の実測例であ

る。a はPre-Ampの出力波形で，エコー波はほとんどノ

イズの中にある。b は二相同期積分波形の出力波形で，

XおよびYの出力はこの場合正負に出力している。c は，

X,Yの出力をマイクロプロセッサによりデータ処理した

後の波形で，エコー波が明瞭に演算されていることが解

る。c の波形のPeakから，距離Lxを演算する。

図４　S / N改善の基本

図５　同期積分によるS / N比

図６　エコー受信波形
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3. データ収集と距離計算

3.1 距離計算

レベル計として，反射面までの距離を正確に測定する

には，あらかじめ概算エコー位置を求め，エコー位置部

分の狭い範囲の精密測定を実行する（図９に示すように

ウィンドウ幅参照）。これは，データをより安定に測定

し，距離計算することにある。

図７では，エコー波のピーク位置から前後一定区間の

みを示している。この際反射面の反射係数の変化に対応

してAGC回路が動作し，一定レベルに近い信号を受け取

るようにする。

集められた積分波形は，図７に示すように同期信号P側

の積分出力をX，90度移相したQ側の出力をYとすると，

X，Yはエコー波の位相によって正負に変化する。エコー

波の波高値Vは，位相が一定であれば下記となる。

V =    X2 + Y2

位相一定区間は，反射面の形状・ビームの乱れ・経路

の粗密などから，一般に極めて短い時間と考えられる。

ここでは精密測定として，t2－t1として数波間のみ一定と

見なし，X,Yデータを上式で演算し，エコー波の正しい

波高値を求めている。

演算結果のエコー波のPeakから，一定閾値を定め距離

Lxを求めている。

3.2 超音波送受波器の最適周波数追尾

超音波送受波器は，最も感度の良い最適周波数で利用

するのが効率的である。40 kHz帯の本超音波送受波器の

場合約－0.5%/℃の温度係数がある。これらには固有のバ

ラツキがある。超音波送受波器の共振点は印加電圧と電

流との位相関係によって共振状態が判別できることか

ら，位相関係は二相同期積分で容易に判別できる。この

ことから共振点を演算し常に最適の周波数で動作するよ

うにしている。

4. 超音波レベル計とその特性

4.1 ブロック図

図８は，二相同期積分方式による超音波レベル計の全

体ブロック図を示したものである。変換器から外部へは

超音波送受波器の他，音速補正用の測温抵抗体（２線式ま

たは３線式）温度計用セン

サーが接続される。

超音波送受波器は，超音

波を一個で送受信で行うこ

とから，終端でダイオード

により分岐し，送信エネル

ギーは超音波送受波器側

へ，受信エコー波はPr e -

Ampへと導入されている。

エコー波のレベル変化は一

個のDAC（Digital Analog

Converter）のレファレンス

側を入力とすることで，０

～－72 dBまでのゲイン可

変素子として利用してい

る。

図７　二乗加算による距離演算

図８　超音波レベル計のブロック図
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4.2 ゲインコントロールとデータ処理

距離や反射面の状態によりエコー波のレベルは大幅に

変化する。信号処理するエコー波をある程度一定値にす

るために距離に応じて次第にゲインをアップするようコ

ントロールをしている。これはエコーが返って来るまで

の時間に比例させているのでTVG（Time Variable Gain）

回路と呼んでいる。また時々刻々の反射率の変化に対し

て，感度変化を少なくするようAGC（Automatic Gain

Control）回路とし，これらは一個のDAC（Digital Analog

Converter）によってコントロールしている。

図９はTVGおよびAGCの概念を示したもので，TVG

は，測定の全範囲で動作するが，AGCは部分的に反射面

のみに対応して動作している。

一定レベルに増幅したエコー波を二相同期積分で積分

し，CPU内部のA/D変換によってディジタル化され，信

号はソフト処理される。

LCDのドット表示によるディジタル指示と，システム

コントロール用として４～20 mAのアナログ信号を出力

している。また，設置調整用やメンテナンス用として使

用するためのRS-232C出力も取り出せるようになってい

る。

各種定数入力およびモード変更は，前面パネルにある

５個のプッシュスイッチにより操作する事ができる。

4.3 超音波送受波器と変換器

超音波送受波器の指向角特性は，図10に示すとおり

で，－３dB点で±7.5度となっている。これはビーム半径

として1.2 m/（レベル10 m）となり，当社の従来品（YL100）

に対して比較的大きな値であるが，設置の際容易に超音

波送受波器の方向を定めることができるなど特長があ

る。乱反射等にはマイコンによりTVGの特性やAGCリ

ミットをプリセットできることで適正設定化を図ってい

る。　

レベル計は超音波送受信器のみが悪環境に耐え利用さ

れる場合が多く，耐環境性に強い要求が多い。特に超音

波送受信器表面の結露や汚れなどの影響を受けにくいこ

とや，短時間であっても超音波送受信器が水没するなど

でダメージを受けないことが要求される。また有害ガス

に長時間置かれても使用に耐えることが望まれる。

耐環境性として，アンモニアガス（５%）および次亜塩

素酸ナトリウム水溶液（５%）にそれぞれ1カ月間放置した

後特性を確認したところ全く異常なく動作することが確

認された。図11はアンモニアガス（５%濃度）に放置した

前後の超音波送受波器の外観である。

また超音波送受信器と変換器を離れた場所に設置した

い場合を考慮し，専用ケーブルのインピーダンスマッチ

ングを図っている。その結果360 m長距離のケーブル転送

しても－３dB以内の感度変化で利用できる。

図９　TVGとAGC 図10　超音波送受波器の指向角

図11　アンモニアガス中１ヶ月放置前（右）と後（左）
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4.4 レベル計の特性

図12は0.5 mから20 mまでの直線性を試験したもので，

標準反射板で試験したものである。全範囲で±10 mm以

内である。

超音波を利用した距離測定では，音速が周囲温度の影

響を受けるばかりでなく，風等空気の乱れにも影響す

る。一般に音速補正は，温度係数の一次項として

α=0.18%/℃を用いるが，精密測定では誤差を生ずる。

そこで音速Cは理論式に基づき次式で補正している。

C = 331.45     1+　　 T�273

Tは超音波伝搬経路の平均温度（℃）とする。

本測定では周囲温度など，伝搬音速の安定した深夜に

実施したものである。

図12　20 m距離測定データ例 図13　泡面の特性

4.5 泡面の実測例

図13は泡面での実測例で，PBフリュームを前提として

液面までの距離は約1.0 mとした一例を示す。泡の発生に

は洗剤を撹拌する方式としたが，泡発生直後では消滅も

激しいので，数分経過後のデータである。

超音波レベル計は，泡面に弱いことが欠点視されてき

たが，これは泡面での超音波吸収や拡散が大きいことか

ら，感度の低下を招くことが原因であり，本器は積分効

果で感度アップを図っており，浮遊している程度の泡面

では，長距離測定でも問題なく測定可能であり，従来の

当社比に対し２倍以上改善されている。

5. お  わ  り  に

超音波レベル計は，液面測定を主に工業用や気象用と

して早くから実用化されている。悪環境に耐え長期間メ

ンテナンスフリーであるばかりでなく，実用的な精度を

持つものとして，その特長は大きい。多機能化や複雑な

測定を求めることなく，よりシンプルにレベル測定徹す

ることで，より実用性が高まるものと考えられる。

本開発は，当社流量計技術部と関連会社横河電子機器

（株）・横河ウェザック（株）との共同で開発に当たったも

ので，関係各位のご協力に感謝する。
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