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(57)【要約】
【課題】耐ノイズ性を向上することができる超音波の変
復調方法並びに距離検出方法、通信方法を提供する。
【解決手段】一定のパルス幅を有する複数の超音波パル
スを、基準となる第１の時間間隔Ｔ１及び第１の時間間
隔Ｔ１とは異なる第２の時間間隔Ｔ２のうちから予め決
められた順序（擬似雑音符号によって決まる順序）で選
択された時間間隔Ｔ１，Ｔ２を空けて送波することによ
って超音波を変調する。そして、変調された複数の超音
波パルスと同一の波形と、受波波形との相関をとること
で変調された前記超音波を復調する。故に、受波器５に
おける残響の影響を受けずに超音波を変復調することが
できるとともに、相関の低いノイズ成分が除去されるこ
とで耐ノイズ性を向上することが可能である。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一定のパルス幅を有する複数の超音波パルスを、基準となる第１の時間間隔及び第１の
時間間隔とは異なる第２の時間間隔のうちから予め決められた順序で選択された時間間隔
を空けて送波することによって超音波を変調し、
　変調された複数の超音波パルスと同一の波形と、受波波形との相関をとることで変調さ
れた前記超音波を復調することを特徴とする超音波の変復調方法。
【請求項２】
　変調された複数の超音波パルスの受波波形を予め記憶しておき、受波波形と、予め記憶
しておいた前記受波波形との相関をとることで変調された前記超音波を復調することを特
徴とする請求項１記載の超音波の変復調方法。
【請求項３】
　請求項１又は２の変調方法で変調されて送波手段より送波された超音波が対象物に反射
し、反射した当該超音波が受波手段で受波されて請求項１又は２の復調方法で復調される
までの時間に基づいて前記対象物までの距離を検出することを特徴とする距離検出方法。
【請求項４】
　請求項１又は２の変調方法で変調されて送波手段より送波される超音波の時間間隔を送
信データに応じて変化させ、受波手段で受波されて復調された超音波の時間間隔に応じて
送信データを復号化することを特徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波の変復調方法、並びにその変復調方法を利用して対象物までの距離を
検出する距離検出方法、さらにその変復調方法を利用した通信方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波を媒体とした距離検出方法や通信方法が種々提供されている（例えば、特
許文献１、特許文献２等参照）。
【０００３】
　例えば、超音波を媒体とする距離検出方法では、送波器から一定のパルス幅を有する超
音波パルスを送波し、対象物で反射した当該超音波を受波器で受波するまでの時間に基づ
いて対象物までの距離を検出している。
【０００４】
　また、特許文献２に記載されている超音波を媒体とした通信方法では、超音波をスペク
トル拡散することで耐ノイズ性を向上している。
【特許文献１】特開２００１－２２１８４８号公報
【特許文献２】特開２００５－２９５３７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、送波器から送波される超音波以外にノイズとなる超音波が存在する環境下で
距離検出や通信を行う場合、送波器から送波される超音波（あるいは物体に反射した超音
波）がノイズに埋もれて正常に受波できない虞がある。そのための解決手段として、例え
ば、特許文献２に記載されている従来例のように送波器から送波される超音波をスペクト
ル拡散するという方法が考えられる。しかしながら、超音波を受波する受波器では、その
構造上、受波波形に余分な残響成分が含まれているため、超音波の変復調方式として位相
シフトキーイング（ＰＳＫ）を使うことができず、単純に超音波をスペクトル拡散するこ
とはできない。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みて為されたものであり、その目的は、耐ノイズ性を向上するこ
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とができる超音波の変復調方法並びに距離検出方法、通信方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明は、上記目的を達成するために、一定のパルス幅を有する複数の超音波
パルスを、基準となる第１の時間間隔及び第１の時間間隔とは異なる第２の時間間隔のう
ちから予め決められた順序で選択された時間間隔を空けて送波することによって超音波を
変調し、変調された複数の超音波パルスと同一の波形と、受波波形との相関をとることで
変調された前記超音波を復調することを特徴とする。
【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、変調された複数の超音波パルスの受波波
形を予め記憶しておき、受波波形と、予め記憶しておいた前記受波波形との相関をとるこ
とで変調された前記超音波を復調することを特徴とする。
【０００９】
　請求項３の発明は、上記目的を達成するために、請求項１又は２の変調方法で変調され
て送波手段より送波された超音波が対象物に反射し、反射した当該超音波が受波手段で受
波されて請求項１又は２の復調方法で復調されるまでの時間に基づいて前記対象物までの
距離を検出することを特徴とする。
【００１０】
　請求項４の発明は、上記目的を達成するために、請求項１又は２の変調方法で変調され
て送波手段より送波される超音波の時間間隔を送信データに応じて変化させ、受波手段で
受波されて復調された超音波の時間間隔に応じて送信データを復号化することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、変調された複数の超音波パルスと同一の波形と、受波波形との相関を
とれば、相関の低いノイズ成分が除去されることで耐ノイズ性を向上することが可能な超
音波の変復調方法並びに距離検出方法、通信方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　（実施形態１）
　図２は、本発明に係る超音波の変復調方法を利用した距離検出方法を実施するための距
離検出装置のブロック図である。
【００１３】
　この距離検出装置は、送波器１、発振部２、符号化部３、変調部４で送波系のブロック
が構成され、複数の受波器５、Ａ／Ｄ変換部６、複数のマッチド・フィルタ７で受波系の
ブロックが構成され、遅延加算部８と判定部９で検出処理系のブロックが構成されている
。
【００１４】
　符号化部３は、Ｍ系列などの擬似雑音符号（拡散符号とも呼ばれる。）を作成して変調
部４に出力している。変調部４は、発振部２から出力される一定周波数の駆動信号を符号
化部３で作成された擬似雑音符号によって変調し、変調された駆動信号（以下、「変調駆
動信号」と呼ぶ。）を送波器１並びにマッチド・フィルタ７に出力している。送波器１は
、変調部４から出力される変調駆動信号によって駆動されることで空中に超音波を送波す
るものである。
【００１５】
　ここで、本発明の要旨である変調部４の変調方法について詳しく説明する。本発明に係
る変調方法は、パルス状の駆動信号の時間間隔を符号化部３から出力される擬似雑音符号
に応じて変化させるものである。例えば、図１（ａ）に示すように駆動信号がパルス幅一
定の矩形波信号からなる場合、擬似雑音符号が「１」のときは駆動信号の時間間隔を第１
の時間間隔Ｔ１（例えば、８０マイクロ秒）とし、擬似雑音符号が「０」のときは駆動信
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号の時間間隔を第１の時間間隔Ｔ１から所定の遅延時間Ｔｄ（例えば、１０マイクロ秒）
だけ遅延させた第２の時間間隔Ｔ２とするのである。但し、擬似雑音符号が「０１」のと
きは第２の時間間隔Ｔ２の終了時点を起点として第１の時間間隔Ｔ１をカウントするので
はなく、第２の時間間隔Ｔ２の終了時点よりも遅延時間Ｔｄ以前の時点を起点として第１
の時間間隔Ｔ１をカウントする。つまり、基準となる第１の時間間隔Ｔ１を常時カウント
し、擬似雑音符号が「０」であるときにのみ、駆動信号のタイミングを遅延時間Ｔｄだけ
遅延させているのである。尚、駆動信号は矩形波信号の単一パルスに限定されるものでは
なく、例えば、図１（ｂ）に示すように一定周期の正弦波信号の２周期分であってもよい
。
【００１６】
　上述のようにして得られる変調駆動信号で送波器１を駆動すれば、複数の超音波パルス
が第１の時間間隔Ｔ１又は第２の時間間隔Ｔ２を空けて送波されることになる。
【００１７】
　一方、送波器１から送波されて対象物体に反射した超音波が複数の受波器５で受波され
ると、各受波器５からは図３（ａ）に示すような信号（変調受波信号）が出力される。送
波器５から出力される変調受波信号はＡ／Ｄ変換部６においてそれぞれＡ／Ｄ変換される
。但し、図３（ａ）は単一の超音波パルスを受波したときの波形であり、複数（例えば、
１５パルス＜４ビットＭ系列＞）の超音波パルスを受波したときの波形を図３（ｂ）に示
す。
【００１８】
　Ａ／Ｄ変換部６でディジタル信号に変換された各変調受波信号は、それぞれマッチド・
フィルタ７によって変調部４で変調された変調駆動信号との相関が演算される。このよう
なマッチド・フィルタ７は従来周知であって、変調受波信号のデータ（波形データ）と変
調部４から出力される変調駆動信号のデータ（波形データ）とを乗算（実際は２つのデー
タの排他的論理和を演算）することで相関を演算している。但し、マッチド・フィルタ７
の代わりに積和演算器からなる相関器を用いて相関を演算しても構わない。
【００１９】
　而して、受波器５で受波する超音波に、送波器１から送波された変調された超音波パル
ス列が含まれていれば、各マッチド・フィルタ７から出力される受波信号（復調受波信号
）に大きなピーク値（相関値の高い部分）が出現する。一方、超音波パルスを反射する対
象物体が存在しないか、あるいは、符号化部３で作成された擬似雑音符号と異なる別の擬
似雑音符号で変調された超音波パルス列が含まれている場合には、図４（ｂ）に示すよう
に各マッチド・フィルタ７から出力される受波信号（復調受波信号）に大きなピーク値（
相関値の高い部分）が出現しない。
【００２０】
　複数のマッチド・フィルタ７から出力される復調受波信号のピーク値は、遅延加算部８
において従来周知の遅延加算処理される。そして、遅延加算処理の結果に基づき、判定部
９が対象物体の存否と当該対象物体までの距離並びに方位を判定（検出）するのである。
【００２１】
　上述のように本実施形態の距離検出装置では、一定のパルス幅を有する複数の超音波パ
ルスを、基準となる第１の時間間隔Ｔ１及び第１の時間間隔Ｔ１とは異なる第２の時間間
隔Ｔ２のうちから予め決められた順序（擬似雑音符号によって決まる順序）で選択された
時間間隔Ｔ１，Ｔ２を空けて送波することによって超音波を変調し、変調された複数の超
音波パルスと同一の波形（変調駆動信号）と、受波波形との相関をとることで変調された
前記超音波を復調しているので、受波器５における残響の影響を受けずに超音波を変復調
することができるとともに、相関の低いノイズ成分（異なる擬似雑音符号で変調された超
音波パルス例を含む。）が除去されることで耐ノイズ性を向上することが可能である。
【００２２】
　ここで、送波器１や受波器５には個体差による特性のばらつきがあるため、送波器１を
変調駆動信号で駆動して送波された超音波パルスを受波器５で受波して得られる受波波形
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には、送波器１や受波器５の特性ばらつきによる変動成分（誤差）が含まれることになる
。そして、このような変動成分が含まれた受波波形（変調受波信号）と変調駆動信号との
相関を演算した場合、両者の相関度合いが低くなって復調受波信号のピーク値も減少して
しまい、復調の精度が低下する虞がある。
【００２３】
　そこで、送波器１から送波された超音波を各受波器５で直接受波した変調受波信号のデ
ータを予めメモリ（図示せず）に記憶しておき、変調部４で変調された変調駆動信号の代
わりに、前記メモリ（図示せず）に記憶しておいた変調受波信号のデータ（波形データ）
と実際の検出時において得られる変調受波信号のデータ（波形データ）との相関を演算す
る構成とすれば、送波器１や受波器５の特性ばらつきによる変動分が相殺されるために復
調の精度を向上することができる。
【００２４】
　（実施形態２）
　図５は、本発明に係る超音波の変復調方法を利用した通信方法を実施するための通信シ
ステムのシステム構成図である。この通信システムは、２台の送信器Ａ，Ｂと１台の受信
器Ｃで構成されており、送信器Ａ，Ｂは実施形態１の距離検出装置における送波系のブロ
ックと同じ構成を備え、受信器Ｃは前記距離検出装置における受波系のブロックと同じ構
成を備えている。但し、送波器Ａ，Ｂの各変調部における第１及び第２の時間間隔Ｔ１，
Ｔ２は互いに異なる値に設定されている。
【００２５】
　例えば、図６（ａ）に示すように一方の送信器Ａから変調された超音波パルス列ＳＳ１
、ＳＳ２が送信された場合、受信器Ｃにおいて、送信器Ａ，Ｂのそれぞれに対応した擬似
雑音符号及び時間間隔Ｔ１，Ｔ２による復調処理を実行すれば、送信元である送信器Ａに
対応した擬似雑音符号及び時間間隔Ｔ１，Ｔ２による復調処理によって、図６（ｂ）に示
すようにそれぞれの受波信号にピーク値Ｐ１，Ｐ２が出現する。
【００２６】
　ここで、送信器Ａにおいて、超音波パルス例ＳＳ１，ＳＳ２の先頭の時間間隔を送信デ
ータ（例えば、アスキーコードなど）に対応させて変化させれば、受信器Ｃにおいては受
波信号のピーク値Ｐ１，Ｐ２の時間間隔に基づいて送信データを復号化することができる
。つまり、送信器Ａ，Ｂと受信器Ｃとの間で超音波を媒体とする無線通信を行うことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施形態１における変調方法を説明する波形図である。
【図２】同上における距離検出装置のブロック図である。
【図３】（ａ）（ｂ）は同上における変調受波信号の波形図である。
【図４】（ａ）（ｂ）は同上における復調受波信号の波形図である。
【図５】本発明の実施形態２における通信システムのシステム構成図である。
【図６】（ａ）は同上における超音波パルス例の波形図、（ｂ）は復調受波信号の波形図
である。
【符号の説明】
【００２８】
　１　送波器
　２　発振部
　３　符号化部
　４　変調部
　５　受波器
　６　Ａ／Ｄ変換部
　７　マッチド・フィルタ
　８　遅延加算部
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　９　判定部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】
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