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弊社センサーの特徴
毎度お 世話に なり 、大変 有り難 うござ いま す。
弊社超 音波セ ンサー の他社 にない 特徴に つき、 以下のよ うに
まとめ てみ まし たので 参照 下さい 。

−

記

−

特徴に ついて は既に ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上で ７項目 に渡り 、概略を 述べ
ていま すが、 若干 付け足 して説 明致 します 。

1.特殊 フィル ター採 用で雨 を気に せず屋 外で使 用でき る。
他社超 音波・ 光電セ ンサー では雨・ 雪を検 出しま す。ま た、振
動子が 濡れる と検出 距離が 短くなっ たり、 誤動作 の原因 となり
がちです。 ﾌｨﾙﾀｰは弊 社が独自に 開発したも ので、時 速20Km/h
以下で 走行す るぶん には問 題ありま せん。 噴水に は耐え きれま
せん （念 の ため ）。
2.高出 力振動 子の採 用によ り、長距 離でも ふらつ き少な く確実
に検 出 し ます 。
これは OM7/8/9に特徴 的です が、通 常の国 内製の セラミッ ク素子
では、 結露等 で水滴 が表面 に付着す ると検 出自体 が難し くなり
ますが 、弊社 のもの は確実 に検出し ます。 また、 机の角 なども
きっち りと検 出測定 します 。OM5ﾀｲﾌﾟにつ いても 、ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾌﾟの
振動子 （動作 巾が狭 い）の 弱点を克 服すべ く、先 端の筒 に絶妙
ﾃｰﾊﾟｰを 加工し 、障害 物ｾﾝｻｰとして 程良い 動作巾 と角度 特性を
実現し ました 。添付 写真は 日立さん が自社 で制作 された センサ
・４個 使いｶｰﾄと弊社 ｾﾝｻｰ１ 個使い のｶｰﾄ写 真）。 コスト 的にも
デザイ ン的に も大 幅な改 善とな って います 。

3.返波 二回一 致回路 の採用 により 、耐ﾉｲｽﾞ性に 優れてい ます。
詳細は 特許文 章で述 べてい ますの で参照 下さい 。若干の 応答速
度は犠 牲（10mで280mS)にな ってい ますが 、通常 の他社 超音波
センサ ーに比 較して 単発外 来ﾉｲｽﾞには極 めて効 果的で す。
4.複数 個使用 時でも 、同期 線接続で 相互干 渉なし (同時発 振方式 )。
他社メ ーカー でｽｷｬﾆﾝｸﾞ方式 ・ﾏｽﾀｰ/ｽﾚｰﾌﾞ方式を 採用し ていま す
が、同 時発振 方式は 応答性 を犠牲 にしない 分だけ 優れて います 。
もとも と、弊 社の特 許は向 かい合 わせても 、並べ てもそ のまま で
相互干 渉しな い点が 大きな 特徴で した。 実際的 にはある 条件下
では問 題なく 動作し ますが 、弱点 もある ため現 行のもの は同時
発振方 式に 変更し ていま す。今 後の 課題で す。
5.温度 補償回 路内蔵 で、日 夜を問 わず四季 を通じ て安定 した測 定
と 検出 可 能 。
音速は 温度に より変 化しま すので 、出来 るだけ 温度の影 響を避
ける必 要が有 ります 。他社 品も補 償回路が 入って います が、そ れ
でも10℃の変 化でF.S.の1.0%が限 界です 。弊社 の場合は 実測の
結果、 10℃の 温度変 化でF.S.の0.05%程度 をクリ アーして います 。
6.ホー ン装着 で音波 を拡散 するこ となく 円柱形 に動作 範囲が
とれる。
本来、 円弧状 に音波 は拡散 します が、これ を極力 押さえ て円柱 形
にする のも弊 社ﾛｰﾃｯｸ実用 技術の ひとつ と考え ていま す。
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