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(57)【要約】
【課題】クランプオン型超音波濃度測定システム及び方
法を提供すること。
【解決手段】測定対象流体が流れる配管の外壁に取り付
けられ、壁面を透過して超音波を送受信する超音波セン
サー部と、前記超音波センサー部で超音波が配管、測定
対象流体、配管を通過して受信される超音波の強さに基
づいて濃度を測定する濃度測定装置とを含んでなり、 
現場の運転パターンに従って前記超音波センサー部と前
記濃度測定装置を用いて実時間にて濃度の変化を測定す
るＲＴモード段階と、工程診断モニタリング結果に基づ
いて、工程が運転中のときにのみ自動的に前記超音波セ
ンサー部と前記濃度測定装置を用いて濃度の変化を測定
するＰＭモード段階で行われる。超音波送信用センサー
と超音波受信用センサー間の時間差を用いた流速の測定
が可能であり、センサーをスラッジから保護して誤作動
なしで長期間使用可能であり、センサーのメンテナンス
の際に使用されるバイパス管が不要であって設計費が節
減されるうえ、工程を中断することなく製品の設置及び
メンテナンスが可能であり、ＰＣＭアルゴリズムを介し
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定対象流体が流れる配管の外壁に取り付けられ、壁面を透過して超音波を送受信する
超音波センサー部と、
　前記超音波センサー部で、超音波が配管、測定対象流体、配管を通過して受信される超
音波の強さに基づいて濃度を測定する濃度測定装置とを備える
　ことを特徴とするクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項２】
　前記超音波センサー部は、前記配管の一側の外壁に設置され、流体を透過する超音波を
送信する超音波送信用センサーと、前記配管の他側の外壁に設置され、前記超音波送信用
センサーで送信する超音波を受信する超音波受信用センサーを備える
　請求項１に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項３】
　前記超音波送信用センサー及び前記超音波受信用センサーは、
　超音波を送信／受信する圧電素子と、
　前記センサーの残余振動を減少させる吸音材と、
　前記圧電素子を保護しながら測定対象流体とのインピーダンスマッチングを介して媒質
間の超音波伝達特性を極大化させる音響窓と、
　前記センサーの外部環境に対する保護、防水及びノイズ遮蔽構造に形成された外部ハウ
ジングと、
　前記濃度測定装置に電気的に接続されるコネクターとを備える
　請求項２に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項４】
　前記超音波送信用センサー及び前記超音波受信用センサーは、
　前記センサーを収容するセンサーホルダーと、前記センサーホルダーを収容しながら配
管に設置される外部ケーシングとを備える
　請求項２に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項５】
　前記外部ケーシングは、前記センサーの位置が固定される手錠型、前記センサーの位置
 が固定されるクランプ型、及び前記センサーの位置が可変するサドル型のうちいずれか
一つのタイプである
　請求項４に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項６】
　前記外部ケーシングは、前記配管に最初設計時の外部ケーシングを整列させるケーシン
グガイドを使用する
　請求項４に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項７】
　前記センサーホルダーは前記外部ケーシングに枢支され、前記センサーは回転可能であ
り、センサーの放射面の形態に応じて配管に対して任意の角度をなすように形成された
　請求項４に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項８】
　前記濃度測定装置は、
　濃度測定時の運転、メニュー設定及び結果出力のために操作される操作スイッチと、
　前記超音波センサー部で送受信される超音波信号を増幅して高出力送信及び高利得受信
が可能なセンサー送受信部と、
　ＰＣＭ（Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）アルゴリズム
を搭載して現場に合う濃度測定モードを実現し、工程の異常有無を判断すると同時に濃度
の測定に関連した操作及び制御を行う制御部と、
　前記制御部及び前記センサー送受信部で必要とする電源を供給する電源部と、
　前記制御部で測定された濃度を外部へ出力する外部出力部とを備える
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　請求項１に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項９】
　前記外部出力部は、ディスプレイ手段に接続され、数字型ディスプレイ機能、工程ディ
スプレイ機能、診断ディスプレイ機能及びデータトレンドディスプレイ機能を提供する
　請求項８に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項１０】
　前記ＰＣＭアルゴリズムは、
　測定対象流体の音速を測定し、前記音速の変化を判断する音速フィルターと、測定対象
流体の温度を測定し、前記温度の変化を判断する温度フィルターと、前記超音波信号を受
信して信号の大きさ及び変化量を判断する信号フィルターとを含む
　請求項８に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項１１】
　前記ＰＣＭアルゴリズムは、前記音速フィルターを介して工程状態をチェックし、前記
温度フィルターを介して工程状態及び配管状態をチェックし、前記信号フィルターを介し
て濃度測定の対象となる浮遊固形物（ＳＳ）の分布均一度をチェックした後、各フィルタ
ーの結果を総合して工程の運転状態を決定し、ＳＳの分布均一度を判断して運転中に有効
ＳＳ濃度の計測、工程の運転状態及び配管の充填度に関する情報を運転者に提供する
　請求項１０に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項１２】
　前記ＰＣＭアルゴリズムは、現場の運転パターンに従って実時間にて濃度の変化を測定
するＲＴ（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ）モード、及び工程診断モニタリング（Ｐｒｏｃｅｓｓ　
Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ、ＰＣＭ）結果に基づいて、工程が運転中の
ときにのみ自動的に濃度の変化を測定するＰＭ（Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ
）モードで測定モードを実現する
　請求項８に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項１３】
　測定対象流体が流れる配管の外部に設置されて、超音波を送受信する超音波センサー部
を介して超音波の強さに基づいて濃度を測定する濃度測定装置で行われる超音波濃度測定
方法において、
　現場の運転パターンに従って、前記超音波センサー部と前記濃度測定装置を用いて実時
間にて濃度の変化を測定するＲＴ（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ）モード段階と、
　工程診断モニタリング（Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ
、ＰＣＭ）結果に基づいて、工程が運転中のときにのみ自動的に前記超音波センサー部と
前記濃度測定装置を用いて濃度の変化を測定するＰＭ（Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｍｏｎｉｔｏｒ
ｉｎｇ）モード段階とを含む
　ことを特徴とするクランプオン型超音波濃度測定方法。
【請求項１４】
　前記ＰＭモード段階は、
　前記測定対象流体の温度及び音速、濃度測定の対象となる浮遊固形物（ＳＳ）の分布均
一度（ＥＥＡ）を測定する段階と、
　前記超音波センサー部で受信される超音波信号と温度信号をフィルタリングし、現在測
定されている測定値の有効性を判断し、前記測定値が有効でない場合には温度、音速及び
ＥＥＡ値を測定する段階と、
　前記段階で測定された現在の音速測定値が基準音速を超えかつ現在の温度測定値が第１
基準温度を超える場合には、非満管及び工程中断と測定する段階と、
　前記段階で測定された現在の音速測定値が基準音速を超えかつ現在の温度測定値が第１
基準温度以下である場合には、満管及び工程中断と測定する段階と、
　前記段階で測定された現在の音速測定値が基準音速以下でありかつ現在の温度測定値が
第１基準温度以下である場合には、工程運転の判定回数をカウントする段階と、
　前記工程運転の判定回数が工程運転の判定基準数以上である場合には有効な過去の測定
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値を維持し、前記工程運転の判定回数が工程運転の判定基準数未満でありかつ現在の温度
測定値が第２基準温度を超える場合には、有効な過去の測定値を維持する段階と、
　前記工程運転の判定回数が工程運転の判定基準数未満でありかつ現在の温度測定値が第
２基準温度以下でありかつＰＭの状態変数が「０」でない場合には、満管及び工程運転と
測定する段階と、
　前記で測定されたＥＥＡ値をリセットし、測定ＥＥＡ間の変化程度（ｄ（ＥＥＡ））が
基準ＥＥＡ未満である場合には有効な過去の測定値を維持し、前記ｄ（ＥＥＡ）が基準Ｅ
ＥＡ以上である場合にはＰＭモードを終了する段階とを含む
　請求項１３に記載のクランプオン型超音波濃度測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クランプオン型超音波濃度測定システム及びその方法に係り、さらに詳しく
は、配管の外壁に超音波センサー部を取り付け、工程診断モニタリング（ＰＣＭ）機能を
搭載した濃度測定装置を介して工程の運転状態及び流動環境の変化に応じて信頼性のある
濃度測定が可能なクランプオン型超音波濃度測定システム及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、超音波濃度測定装置は、各種水処理現場、たとえば浄水場、下水処理場、汚廃
水処理場などで沈澱し或いは配管内を液体と共に流動する各種スラッジの濃度を実時間で
測定する計測器である。
　図１は従来の技術によって配管の内部に挿入される超音波濃度測定装置の構成を示す図
である。
　図１に示すように、従来の超音波濃度測定装置１０は、測定に用いられる超音波センサ
ーが配管１の内部に挿入されるもので、超音波送信用センサー１１から放射された超音波
が、流体（試料水）を通過しながら、流体に含まれた不純物や異物、浮遊物質などによる
散乱、吸収などにより減衰を経た状態で超音波受信用センサー１２で受信され、この受信
された超音波の強さに基づいて濃度を測定する。
　ところが、従来の超音波濃度測定装置１０は、超音波送信用センサー１１及び超音波受
信用センサー１２のメンテナンス（センサーの取替或いは洗浄）を目的としてセンサーを
分離しなければならない場合、濃度測定装置１０の前後端に設置されたバルブを閉め、バ
イパスバルブを開くことにより流体が濃度測定装置１０を迂回して流れるようにした後に
取り替えなければならない。
　それ故に、濃度測定装置１０以外にも、さらにバイパス配管とバルブなどを共に設置し
なければならないため、設置費用が高くなるうえ、設置空間にも制約があるという問題点
がある。
【０００３】
　また、超音波送信用センサー１１及び超音波受信用センサー１２の全面が、内部を流れ
る流体に直接接触するから、長期間流速が非常に遅い場合または濃度が非常に高い場合、
センサーの全表面に固形物の種類及び特性によってスラッジが付着する現象が発生してセ
ンサーの感度が低下するので、周期的にセンサーを洗浄しなければならないという煩わし
さがある。
　これは、測定対象流体には濃度測定の対象となる浮遊固形物の他に各種汚物が共存する
ことにより、挿入された超音波送信用センサー１１及び受信用センサー１２の毀損可能性
が高くなるためである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、本発明の目的は、配管の外壁に高感度の超音波センサーを取り付けることによ
り、超音波センサーにスラッジが固着して発生する誤作動を防止し、超音波センサーをス
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ラッジから保護して誤作動なしで長期間使用可能であり、超音波センサーのメンテナンス
の際に使用されるバイパス管が不要であって設計費が節減されるうえ、工程を中断するこ
となく製品の設置またはメンテナンスが可能なクランプオン型超音波濃度測定システム及
びその方法を提供することにある。
　また、本発明の他の目的は、工程運転状態及び流動環境の変化を感知することが可能な
ＰＣＭアルゴリズムを搭載して配管内の工程状態に応じて周辺機器を制御するので、自動
運転が可能であって工程運転効率を極大化することが可能なクランプオン型超音波濃度測
定システム及びその方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明に係るクランプオン型超音波濃度測定システムは、
測定対象流体が流れる配管の外壁に取り付けられ、壁面を透過して超音波を送受信する超
音波センサー部と、前記超音波センサー部で超音波が配管、測定対象流体、配管を通過し
て受信される超音波の強さに基づいて濃度を測定する濃度測定装置とを含んでなることを
特徴とする。
【０００６】
　この際、前記超音波センサー部は、前記配管の一側の外壁に設置され、流体を透過する
超音波を送信する超音波送信用センサーと、前記配管の他側の外壁に設置され、前記超音
波送信用センサーで送信する超音波を受信する超音波受信用センサーとから構成されたこ
とを特徴とする。
　前記超音波送信用センサー及び前記超音波受信用センサーは、超音波を送信／受信する
圧電素子と、前記センサーの残余振動を減少させる吸音材と、前記圧電素子を保護しなが
ら測定対象流体とのインピーダンスマッチングを介して媒質（センサーと配管）間の超音
波伝達特性を極大化させる音響窓と、前記センサーの外部環境に対する保護、防水及びノ
イズ遮蔽構造に形成された外部ハウジングと、前記濃度測定装置に電気的に接続されるコ
ネクターとから構成されたことを特徴とする。
　前記超音波送信用センサー及び前記超音波受信用センサーは、前記センサーを収容する
センサーホルダーと、前記センサーホルダーを収容しながら配管に設置される外部ケーシ
ングとを含むことを特徴とする。
　前記外部ケーシングは、前記センサーの位置が固定される手錠型、前記センサーの位置
　が固定されるクランプ型、及び前記センサーの位置が可変するサドル型のうちいずれか
一つのタイプであることを特徴とする。
　前記外部ケーシングは、前記配管に最初設計時の外部ケーシングを整列させるケーシン
グガイドを使用することを特徴とする。
　前記センサーホルダーは前記外部ケーシングに枢支され、前記センサーは回転可能であ
り、センサーの放射面の形態に応じて配管に対して任意の角度をなすように形成されたこ
とを特徴とする。
　一方、前記濃度測定装置は、濃度測定時の運転、メニュー設定及び結果出力のために操
作される操作スイッチと、前記超音波センサー部で送受信される超音波信号を増幅して高
出力送信及び高利得受信が可能なセンサー送受信部と、ＰＣＭ（Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｃｏｎ
ｄｉｔｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）アルゴリズムを搭載して現場に合う濃度測定モー
ドを実現し、工程の異常有無を判断すると同時に濃度の測定に関連した操作及び制御を行
う制御部と、前記制御部及び前記センサー送受信部で必要とする電源を供給する電源部と
、前記制御部で測定された濃度を外部へ出力する外部出力部とから構成されたことを特徴
とする。
　ここで、前記外部出力部は、ディスプレイ手段に接続され、数字型ディスプレイ機能、
工程ディスプレイ機能、診断ディスプレイ機能及びデータトレンドディスプレイ機能を提
供することを特徴とする。
【０００７】
　また、前記ＰＣＭアルゴリズムは、測定対象流体の音速を測定し、前記音速の変化を判
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断する音速フィルターと、測定対象流体の温度を測定し、前記温度の変化を判断する温度
フィルターと、前記超音波信号を受信して信号の大きさ及び変化量を判断する信号フィル
ターとを含むことを特徴とする。
　この際、前記ＰＣＭアルゴリズムは、前記音速フィルターを介して工程状態をチェック
し、前記温度フィルターを介して工程状態及び配管状態をチェックし、前記信号フィルタ
ーを介して濃度測定の対象となる浮遊固形物（Ｓｕｓｐｅｎｄｅｄ　Ｓｏｌｉｄｓ、ＳＳ
）の分布均一度をチェックした後、各フィルターの結果を総合して工程の運転状態を決定
し、ＳＳの分布均一度を判断して運転中に有効ＳＳ濃度の計測、工程の運転状態及び配管
の充填度に関する情報を運転者に提供することを特徴とする。
　また、前記ＰＣＭアルゴリズムは、現場の運転パターンに従って実時間にて濃度の変化
を測定するＲＴ（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ）モード、及び工程診断モニタリング（Ｐｒｏｃｅ
ｓｓ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ、ＰＣＭ）結果に基づいて、工程が運
転中のときにのみ自動的に濃度の変化を測定するＰＭ（Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｍｏｎｉｔｏｒ
ｉｎｇ）モードで測定モードを実現することを特徴とする。
【０００８】
　一方、上記目的を達成するために、本発明に係るクランプオン型超音波濃度測定方法は
、測定対象流体が流れる配管の外部に設置されて超音波を送受信する超音波センサー部を
介して超音波の強さに基づいて濃度を測定する濃度測定装置で行われる超音波濃度測定方
法において、現場の運転パターンに従って前記超音波センサー部と前記濃度測定装置を用
いて実時間にて濃度の変化を測定するＲＴ（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ）モード段階と、工程診
断モニタリング（Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ、ＰＣＭ
）結果に基づいて、工程が運転中のときにのみ自動的に前記超音波センサー部と前記濃度
測定装置を用いて濃度の変化を測定するＰＭ（Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）
モード段階とを含んでなることを特徴とする。
【０００９】
　この際、前記ＰＭモード段階は、前記測定対象流体の温度及び音速、濃度測定の対象と
なる浮遊固形物（ＳＳ）の分布均一度（ＥＥＡ）を測定する段階と、前記超音波センサー
部で受信される超音波信号と温度信号をフィルタリングし、現在測定されている測定値の
有効性を判断し、前記測定値が有効でない場合には温度、音速及びＥＥＡ値を測定する段
階と、前記段階で測定された現在の音速測定値が基準音速を超えかつ現在の温度測定値が
第１基準温度を超える場合には、非満管及び工程中断と測定する段階と、前記段階で測定
された現在の音速測定値が基準音速を超えかつ現在の温度測定値が第１基準温度以下であ
る場合には、満管及び工程中断と測定する段階と、前記段階で測定された現在の音速測定
値が基準音速以下でありかつ現在の温度測定値が第１基準温度以下である場合には、工程
運転の判定回数をカウントする段階と、前記工程運転の判定回数が工程運転の判定基準数
以上である場合には有効な過去の測定値を維持し、前記工程運転の判定回数が工程運転の
判定基準数未満でありかつ現在の温度測定値が第２基準温度を超える場合には、有効な過
去の測定値を維持する段階と、前記工程運転の判定回数が工程運転の判定基準数未満であ
りかつ現在の温度測定値が第２基準温度以下でありかつＰＭの状態変数が「０」でない場
合には、満管及び工程運転と測定する段階と、前記で測定されたＥＥＡ値をリセットし、
測定ＥＥＡ間の変化程度（ｄ（ＥＥＡ））が基準ＥＥＡ未満である場合には有効な過去の
測定値を維持し、前記ｄ（ＥＥＡ）が基準ＥＥＡ以上である場合にはＰＭモードを終了す
る段階とから構成されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　上述したようなクランプオン型超音波濃度測定システム及びその方法によれば、配管の
外壁に取り付ける超音波センサー部を用いて超音波送信用センサーと超音波受信用センサ
ー間の時間差を用いた流速測定が可能であり、センサーをスラッジから保護して誤作動な
しで長期間使用可能であり、センサーのメンテナンスの際に使用されるバイパス管が不要
であって設計費が節減されるうえ、工程を中断することなく製品の設置及びメンテナンス
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が可能であるという効果がある。
　また、本発明によれば、超音波送信用センサーと超音波受信用センサーは現場設置及び
移設が簡便であり、設置構造が安定的であり、外部ノイズのセンサーへの伝達遮断及び製
品の機能拡大ができるフレキシブルな構造的設計によって使用者の便宜性を極大化するう
え、周辺配管の振動に影響されない安定な測定が可能であるという効果もある。
　また、本発明によれば、配管内の工程運転状態に応じて周辺機器を制御することにより
自動運転が可能であって工程の運転効率を極大化することが可能なＰＣＭアルゴリズムを
介して現場の運転パターンに従って濃度測定の自動制御が可能となり、それによりスラッ
ジ排出量の減少、無駄なスラッジ処理ポンプ使用の減少による省エネルギーに寄与するこ
とができ、処理過程で正確なスラッジ濃度の測定によって剰余の化学的処理を予防するこ
とができるという効果がある。
　また、本発明によれば、排出された汚染物質の濃度測定によって汚染物質の正確な総量
測定も可能であって、汚染物質の実質有害程度を考慮した管理システムの構築を可能とす
るという効果もある。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】従来の技術によって配管の内部に挿入される超音波濃度測定装置の構成を示す説
明図
【図２】本発明の実施形態に係るクランプオン型超音波濃度測定システムの設置状態を示
す説明図
【図３】本発明の実施形態に係るクランプオン型超音波濃度測定システムの全体構成を示
す説明図
【図４】本発明の実施形態に係る超音波センサー部のセンサーの内部構成を示す説明図
【図５】本発明の実施形態に係る超音波センサー部の信号伝送経路を示す説明図
【図６】本発明の実施形態に係る外部ケーシングの様々な形態を示す説明図
【図７】本発明の実施形態に係る超音波センサー部のセンサー取付構造を示す説明図
【図８】本発明の実施形態に係る濃度測定装置の内部構成を示すブロック図
【図９】本発明の実施形態に係るＰＣＭアルゴリズムの動作原理を示す概念図
【図１０】本発明の実施形態に係るクランプオン型超音波濃度測定方法を示すフローチャ
ート
【図１１ａ】本発明の実施形態に係る数字型ディスプレイの表示画面を示す説明図
【図１１ｂ】本発明の実施形態に係る工程ディスプレイの表示画面を示す説明図
【図１１ｃ】本発明の実施形態に係るデータトレンドディスプレイの表示画面を示す説明
図
【図１１ｄ】本発明の実施形態に係る診断ディスプレイの表示画面を示す説明図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、様々な変更を加えることができ、様々な実施形態を有することができるもの
で、以下、本発明の特定の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。ただし、これらの
実施形態は本発明を限定するためのものではなく、本発明の思想及び技術範囲に含まれる
変更、均等物及び代替物はいずれも本発明に含まれる。各図面を説明しながら、類似した
参照符号を類似した構成要素に対して使用した。
　本出願において使用した用語は、単に特定の実施形態を説明するために使用されたもの
であり、本発明を限定するものではない。単数の表現は、文脈上明らかに異なる意味を表
さない限り、複数の表現を含む。本出願において、「含む」又は「有する」などの用語は
、明細書に記載された特徴、数字、段階、動作、構成要素、部品又はそれらの組み合わせ
が存在することを示すものであり、１つ又はそれ以上の他の特徴、数字、段階、動作、構
成要素、部品又はそれらの組み合わせの存在又は付加の可能性を予め排除するものではな
い。
　別途定義されていない限り、技術的又は科学的な用語を含めてここで使用される全ての
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用語は、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に一般的に理解されるも
のと同様の意味を有する。一般に使用される辞書に定義されている用語は、関連技術の文
脈上持つ意味と同じ意味を持ち、本出願において明らかに定義しない限り、理想的または
過度に形式的な意味には解釈されない。
【００１３】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態をより詳細に説明する。
　図２～１１を参照すると、本発明の実施形態に係るクランプオン型超音波濃度測定シス
テムは、測定対象流体が流れる配管５０の外壁に取り付けられ、壁面を透過して超音波を
送受信する超音波センサー部１００と、前記超音波センサー部１００で超音波が配管５０
、測定対象流体、配管５０を通過して受信される超音波の強さに基づいて濃度を測定する
濃度測定装置２００とを含んでなるが、これに限定されるものではない。
　また、前記超音波センサー部１００は、前記配管５０の一側の外壁に設置され、流体を
透過する超音波を送信する超音波送信用センサー１１０と、前記配管５０の他側の外壁に
設置され、前記超音波送信用センサー１１０で送信される超音波が流体を通過するとそれ
を受信する超音波受信用センサー１２０とから構成される。
【００１４】
　この際、前記超音波送信用ンサー１１０及び超音波受信用センサー１２０はセンサー搭
載キット１１５に安定的に搭載できる。
　また、前記超音波送信用センサー１１０及び超音波受信用センサー１２０は、センサー
の核心要素であって感度決定主因子であり、超音波を送信／受信する圧電素子１０１と、
リンギング（ｒｉｎｇｉｎｇ）特性、使用周波数幅及びセンサーの感度に影響を与え、前
記センサーの残余振動を減少させる吸音材１０２と、前記圧電素子１０１を保護しながら
測定対象流体とのインピーダンスマッチングを介して媒質（センサーと配管）間の超音波
伝達特性を極大化させる音響窓１０３と、前記センサー１１０、１２０の外部環境に対す
る保護、防水及びノイズ遮蔽構造に形成された外部ハウジング１０４と、前記濃度測定装
置２００に電気的に接続されるコネクター１０５とから構成される。
　特に、前記音響窓１０３は、音響整合に影響を与え、センサー１１０、１２０の運用効
率を決定する要素であるから、耐腐食性及び伝達効率などの運用環境を考慮して選定しな
ければならない。そして、前記コネクター１０５は防止構造を持つように設計されること
が好ましい。
　このように、前記超音波送信用センサー１１０及び超音波受信用センサー１２０は、挿
入式センサーに比べて感度に多く影響されるので、一般な圧電素子とは異なり、高感度の
圧電体或いは高性能のセンサー送受信部２１０の開発が求められる。
【００１５】
　すなわち、図５に示すように、一般な超音波センサーは、ＰＺＴ圧電体を主に使用して
空気中または水中で所望の物理量を測定するが、クランプオン式の前記超音波送信用セン
サー１１０及び超音波受信用センサー１２０は、超音波送信用センサー１１０で送信され
た超音波が配管５０→測定対象流体→配管５０を通過した後、超音波受信用センサー１２
０に伝達される特性を持っているので、経路を構成する物質が多様であり、それぞれの経
路を通過する過程中の信号の減衰も激しいから、安定な測定のために高感度の圧電体或い
は高性能のセンサー送受信部２１０の開発が求められる。
　このような前記超音波送信用センサー１１０及び超音波受信用センサー１２０の取付構
造は、測定の信頼性を保障するために配管５０に安定的に設置されればならず、設置及び
移設が簡便でなければならないうえ、外部ノイズのセンサーへの伝達を遮断し、設置構造
が安定的でなければならない。
　このようなセンサー１１０、１２０の取付構造を満足することができるように設置が容
易でセンサーの位置が固定式である手錠型、設置固定の信頼性が高くセンサーの位置が固
定式であるサドル型、及び設置が容易で設置固定の信頼性が高くセンサーの位置が可変式
であるクランプ型のうちいずれか一つのタイプの取付構造を持つ。
【００１６】
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　特に、サドル型取付構造は、図７に示すように、前記センサーを収容するセンサーホル
ダー１０６と、前記センサーホルダー１０６を収容しながら配管５０に設置される外部ケ
ーシング１０７と、最初設計時の外部ケーシング１０７を整列させるケーシングガイド１
０８とから構成される。
　また、前記センサーホルダー１０６及び前記外部ケーシング１０７は、水処理現場で存
在する腐食性ガスまたは汚水による汚染及び腐食を防止することができるようにステンレ
ス鋼で製作され、軽量設計によって保管または運搬の便宜性を極大化する。
　この際、前記センサー１１０、１２０と配管５０との円滑な接触のために、外部ケーシ
ング１０７にセンサーホルダー１０６を枢着し、配管の平滑度、及び追加装備の取付を可
能とする機能拡張を考慮して設計される。また、前記センサーホルダー１０６は、回転可
能に製作され、挿入されるセンサー１１０、１２０の放射面の形態に応じて自動的に配管
に対して任意の角度をなすようになっており、設置の便宜性を極大化する。
【００１７】
　一方、前記外部ケーシング１０７は、図６に示すように、センサーの取付構造によって
手錠型、クランプ型及びサドル型のうちいずれか一つのタイプになる。
　前記濃度測定装置２００は、図８に示すように、前記超音波センサー部１００で送受信
される超音波信号を増幅して高出力送信及び高利得受信が可能なセンサー送受信部２１０
と、ＰＣＭ（Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）アルゴリズ
ムを搭載して現場に合う測定モードを実現し、工程の異常有無を判断すると同時に濃度の
測定に関連した操作及び制御を行う制御部２２０と、前記制御部２２０及び前記センサー
送受信部２１０で必要とする電源を供給する電源部２３０と、前記制御部２２０で測定さ
れた濃度を外部へ出力する外部出力部２４０と、前記外部出力部２４０を介して連結され
、数字型ディスプレイ機能、工程ディスプレイ機能、診断ディスプレイ機能及びデータト
レンドディスプレイ機能を提供するディスプレイ手段２５０と、各種システムの状態を表
示するＬＥＤ２６０とから構成されるが、これに限定されない。
　すなわち、前記濃度測定装置２００は、運転、メニュー設定及び結果出力のために管理
者により操作される操作スイッチ（図示せず）が備えられ、前記超音波センサー部１００
で送信／受信される信号の増幅及びフィルタリングのための信号増幅機能と、最大４００
日間の測定値をデータ格納部２２５に格納することが可能なデータロギング機能などを含
む。
　また、前記制御部２２０は、ＰＣＭアルゴリズムの他にも、受信信号定量化のためにエ
ンベロープエネルギー平均化法（ＥＥＡＭ）アルゴリズムを搭載する。
【００１８】
　一方、図９を参照すると、前記ＰＣＭアルゴリズムは、測定対象流体の音速を測定し、
前記音速の変化を判断する音速フィルター３１０と、測定対象流体の温度を測定し、前記
温度の変化を判断する温度フィルター３２０と、前記超音波信号を受信して信号の大きさ
及び変化量を判断する信号フィルター３３０とを含む。
　したがって、前記ＰＣＭアルゴリズムは、前記音速フィルター３１０を介して工程状態
をチェックし、前記温度フィルター３２０を介して工程状態及び配管状態をチェックし、
前記信号フィルター３３０を介して濃度測定の対象となる浮遊固形物（ＳＳ）の分布均一
度をチェックした後、各フィルターの結果を総合して工程の運転状態（ｒｕｎ／ｓｔｏｐ
）を決定し、ＳＳの分布均一度を判断して運転中に有効ＳＳ濃度の計測、工程の運転状態
（Ｒｕｎ／Ｓｔｏｐ）及び配管の充填度（Ｆｕｌｌ／Ｅｍｐｔｙ）に関する情報を運転者
に提供することができる。
　このように、前記ＰＣＭアルゴリズムは、受信される超音波信号と温度信号を各種フィ
ルター３１０、３２０、３３０を介してフィルタリングすることにより、現在測定されて
いる値の有効性有無を判断し、基準に符合する値のみを選択的に測定に使用することによ
り、工程状態に適した濃度を測定して製品の信頼性及び安定性を極大化することができる
。
　また、前記ＰＣＭアルゴリズムは、現場の運転パターンに従って実時間にて濃度の変化
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を測定するＲＴ（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ）モード段階と、工程診断モニタリング（Ｐｒｏｃ
ｅｓｓ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ、ＰＣＭ）結果に基づいて、工程が
運転中のときにのみ自動的に濃度の変化を測定するＰＭ（Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｍｏｎｉｔｏ
ｒｉｎｇ）モード段階で濃度測定モードを実現する。
【００１９】
　このようなＰＭモード段階は、図１０に示すように、前記音速フィルター３１０、温度
フィルター３２０及び信号フィルター３３０を介して前記測定対象流体の温度及び音速、
濃度測定の対象となる浮遊固形物（ＳＳ）の分布均一度（ＥＥＡ）値を測定する（Ｓ１０
１）。
　前記超音波センサー部１００で受信される超音波信号と温度信号をフィルタリングする
ことにより、現在測定されている測定値の有効性を判断し（Ｓ１０２）、前記測定値が有
効である場合は非満管（Ｅｍｐｔｙ）及び工程中断（Ｓｔｏｐ）と測定されるが（Ｓ１０
３）、前記測定値が有効でない場合は温度（Ｔｉ）、音速（Ｓｉ）及びＥＥＡｉを測定す
る（Ｓ１０４）。
　前記段階（Ｓ１０４）で測定されたＳｉが基準音速（Ｓ基準）を超えかつＴｉが第１基
準温度（Ｔ基準１）を超える場合は、非満管及び工程中断と測定する（Ｓ１０５、Ｓ１０
６、Ｓ１０７）。
　ところで、前記段階（Ｓ１０４）で測定されたＳｉが基準音速（Ｓ基準）を超えかつＴ
ｉが第１準温度（Ｔ基準１）以下である場合は、満管及び工程中断と測定する（Ｓ１０５
、１０６、１０８）。
【００２０】
　一方、前記段階（Ｓ１０４）で測定されたＳｉが基準温度（Ｓ基準）以下でありかつＴ
ｉが第１基準温度（Ｔ基準１）以下である場合は、工程運転の判定回数（Ｃｏｕｎｔ＿Ｒ
）をカウントし（Ｓ１０９、Ｓ１１０）、前記工程運転の判定回数（Ｃｏｕｎｔ＿Ｒ）が
工程運転の判定基準数（ＣＲ）以上である場合は、有効な過去の測定値を維持する（Ｓ１
１１、Ｓ１１２）。
　ところで、前記工程運転の判定回数（Ｃｏｕｎｔ＿Ｒ）が工程運転の判定基準数（ＣＲ
）未満でありかつ現在Ｔｉが第２基準温度（Ｔ基準２）を超える場合は、有効な過去の測
定値を維持する（Ｓ１１３、Ｓ１１２）。
　ところが、前記Ｔｉが第２基準温度（Ｔ基準２）以下でありかつＰＭの状態変数が「０
」でない場合は、満管及び工程運転と測定し、ＰＭの状態変数を「１」に変更する（Ｓ１
１４、Ｓ１１５）。
　そして、前記で測定された工程モード上のＥＥＡ値をリセットし、測定ＥＥＡ間の変化
程度（ｄ（ＥＥＡ））が基準ＥＥＡ未満である場合は、有効な過去の測定値を維持するが
（Ｓ１１６、Ｓ１１７）、前記ｄ（ＥＥＡ）が基準ＥＥＡ以上である場合は、ＰＭモード
を終了する。
　この際、前記Ｓ基準は工程の運転／中断（Ｒｕｎ／Ｓｔｏｐ）判定の基準音速であって
、工程の運転パターンに従って自動調整される。前記Ｔ基準１は工程の運転／中断、配管
の満管／非満管判定の基準温度であり、前記Ｔ基準２は有効ＥＥＡ選定の基準温度であり
、前記Ｔ基準１及びＴ基準２は工程の運転パターンに従って自動調整される。
　前記ＥＥＡ基準はＥＥＡの過度な変化を防止する基準であって、現場経験値を活用し、
ＰＭ＿ＩＤはＰＭ状態変数（１：運転、０：中断）を示す。
【００２１】
　一方、前記ディスプレイ手段２５０は、図１１ａ～１１ｄに示すように、使用者の便宜
のためにグラフィックＬＣＤを使用して４種のビジュアルスクリーンモード（Ｖｉｓｕａ
ｌ Ｓｃｒｅｅｎ Ｍｏｄｅ）、すなわち数字型ディスプレイ、工程ディスプレイ、診断デ
ィスプレイ及びデータトレンドディスプレイを提供している。
　まず、前記数字型ディスプレイは、測定に関連した基本的な情報、たとえば現在時間、
濃度（ＳＳ）、濃度単位（％）、温度及び電流出力値などを提供する。前記工程ディスプ
レイは、現在の濃度値（ＳＳ％）と現在の測定モードを表示する。現在の測定モードを、
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ＲＴモードの場合にはＲ、ＰＭモードの場合にはＰとそれぞれ表示し、工程の状態に関す
る情報である工程運転中（Ｒｕｎ）、工程中断（Ｓｔｏｐ）を示し、配管内の充填度に関
する情報である満管状態（Ｆｕｌｌ）、非満管状態（Ｅｍｐｔｙ）を示す。
　前記データトレンドディスプレイは、制御部２２０の内部に格納された測定値（時間／
スラッジ密度）を現場で直ちにグラフとして示すが、グラフで表示する値はデータロギン
グ間隔によって定められる時間軸と濃度軸である。
　また、前記診断ディスプレイでは、送信パルス数、センサー送受信強度、基準ＥＥＡ値
、実時間及び工程ＥＥＡ値、測定モード、配管状態、並びに工程現況などを一括的に示す
。
　この際、前記診断ディスプレイで表示される情報のうち、送受信強度は現在センサー１
１０、１２０の送受信強度（Ｎ：送信パルス数、Ｔｘ：送信強度、Ｒｘ：受信強度）を表
示し、基準ＥＥＡは設定されたＥＥＡ値（０％ＥＥＡ：０％のＥＥＡ値、８％ＥＥＡ：８
％または２０％のＥＥＡ値）を表示し、測定ＥＥＡは測定モード別の現在のＥＥＡ値（Ｐ
．ＥＥＡ：工程モード上のＥＥＡ値、Ｒ．ＥＥＡ：実時間モード上のＥＥＡ値）を表示し
、現在適用されている測定モード（ＲＴ：実時間モード、ＰＭ：工程診断モード）を表示
し、配管状態は配管内の充填度（Ｆｕｌｌ：満管、Ｅｍｐｔｙ：非満管）を表示し、工程
現況は工程の運転状態（Ｒｕｎ：工程運転、Ｓｔｏｐ：工程中断）を表示する。
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態に係るクランプオン型超音波濃度測定システ
ムの動作についてより具体的に説明する。
【００２２】
　本発明の実施形態に係るクランプオン型超音波濃度測定システムは、濃度測定用超音波
センサー部１００が配管５０の外壁に取り付けられ、運転者及び使用者の便宜性が極大化
される。前記超音波センサー部１００は構造的雑音を絶縁し、軽量化設計を行う。
　また、濃度測定装置２００は、ハードウェア的に超音波信号の送信及び受信増幅、高出
力送信及び高利得受信が可能であり、高利得低雑音受信増幅が可能なセンサー送受信部２
１０と、濃度の測定に関連した操作及び制御、センサーの送受信制御、メニュー方式の操
作、パラメータのセット及び測定値データロギングのための制御部２２０と、電源部２３
０と、データ貯蔵部２２５とを含んでなる。
　この際、前記制御部２２０は、測定対象流体を介して受信された超音波信号を活用して
濃度を測定し、これをＰＣＭアルゴリズムで分析して制御可能な有効測定値を計算し、外
部出力部２４０を介して外部へ出力する。
　したがって、前記制御部２２０は、信号の送受信増幅、信号の有効性判断及び最終濃度
を計算して使用者所望の出力形態（アナログ出力、デジタル出力及びリレー出力）に測定
結果を加工する機能も行う。
【００２３】
　前記濃度測定装置２００は、ソフトウェア的に現場に合う測定モードを実現して工程異
常有無を判断し、信頼性のある濃度測定を可能とするＰＣＭアルゴリズムを搭載する。
　前記ＰＣＭアルゴリズムは、工程の進行状態（Ｒｕｎ／Ｓｔｏｐ）、配管の充填度（満
管／非満管）を判断して工程が進行中のときにのみ濃度を測定し、現場で必要とする信頼
性のある濃度を測定することができるようにする役割を果たし、運転者及び使用者に配管
５０の充填度を判断し、警報を知らせることにより、工程の異常有無の判断に活用するよ
うにする。
　このように、超音波濃度測定システムにＰＣＭアルゴリズムを適用すると、現場の運転
パターンに適した最適な濃度の測定が可能であり、一般な水処理現場の場合、工程は周期
性を有する現場（日単位で運転時間と停止時間が定められた現場）、２４時間運転する現
場、及び工程の周期性がない現場（必要に応じて短時間のみ運転する現場）に区分するこ
とができ、個別現場の特性に合う測定モードを実現することができる。
　すなわち、前記ＰＣＭアルゴリズムは、実時間測定モード（ＲＴ）と工程診断運転モー
ド（ＰＭ）の中から、現場に適した測定モードを選択する。
　一方、前記超音波センサー部１００は、配管５０の外壁に取り付けるために既存の挿入
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式超音波センサーより高い感度を持つようにＰＭＮＰＴ単結晶を適用し、既存の超音波セ
ンサーに使用されるＰＺＴより４～５倍の感度向上を実現することができる。
　また、前記超音波センサー部１００は、現場設置及び移設が簡便な取付構造を手錠型、
サドル型及びクランプ型のうちいずれか一つのタイプに選択することにより、使用者の便
宜性を極大化し、周辺配管の振動に影響されない安定的な測定を可能とする。
【００２４】
　したがって、本発明は、水処理関連環境事業の成長に伴って環境改善が世界的な問題と
して台頭している状況で、総体的な廃水、下水の汚染を減らすことができるように水質浄
化において非常に核心的な部分たる超音波濃度測定システムを開発することにより、水処
理過程で正確なスラッジ濃度測定によって剰余の化学的処理を予め防止することができる
。
　その上、本発明は、現場の運転パターンに従って濃度測定の自動制御が可能となること
により工程の運用効率性を極大化させることができ、スラッジ排出量の減少、無駄なスラ
ッジ処理ポンプ使用の減少による省エネルギーに寄与することができ、排出された汚染物
質の濃度測定によって汚染物質の正確な総量測定も可能であって汚染物質の実質有害程度
を考慮した管理システムを構築することができる。
【００２５】
　以上、実施形態を参照して説明したが、該当技術分野における当業者は、特許請求の範
囲に記載された本発明の思想及び領域から外れない範疇内において、本発明に様々な修正
及び変更を加え得る。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本発明は、クランプオン型超音波濃度測定システム及びその方法に係り、さらに詳しく
は、配管の外壁に高感度の超音波センサー部を取り付け、工程診断モニタリング（ＰＣＭ
）機能を搭載した濃度測定装置を介して工程の運転／中断及び配管の充填度を判断するこ
とにより、流動環境の変化に応じて信頼性のある濃度測定が可能であるうえ、設置及びメ
ンテナンスが容易なクランプオン型超音波濃度測定システム及びその方法に寄与する。
【符号の説明】
【００２７】
　５０　　配管
　１００　　超音波センサー部
　１０１　　圧電素子
　１０２　　吸音材
　１０３　　音響窓
　１０４　　外部ハウジング
　１０５　　コネクター
　１０６　　センサーホルダー
　１０７　　外部ケーシング
　１０８　　ケーシングガイド
　１１０　　超音波送信用センサー
　１１５　　センサー搭載キット
　１２０　　超音波受信用センサー
　２００　　濃度測定装置
　２１０　　センサー送受信部
　２２０　　制御部
　２２５　　データ格納部
　２３０　　電源部
　２４０　　外部出力部
　２５０　　ディスプレイ手段
　３１０　　音速フィルター
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　３２０　　温度フィルター
　３３０　　信号フィルター

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１ａ】 【図１１ｂ】

【図１１ｃ】 【図１１ｄ】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年4月11日(2014.4.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定対象流体が流れる配管の外壁に取り付けられ、壁面を透過して超音波を送受信する
超音波センサー部と、
　前記超音波センサー部で、超音波が配管、測定対象流体、配管を通過して受信される超
音波の強さに基づいて濃度を測定する濃度測定装置とを備え、
　前記超音波センサー部は、前記配管の一側の外壁に設置され、流体を透過する超音波を
送信する超音波送信用センサーと、前記配管の他側の外壁に設置され、前記超音波送信用
センサーで送信する超音波を受信する超音波受信用センサーを備え、
　前記濃度測定装置は、
　濃度測定時の運転、メニュー設定及び結果出力のために操作される操作スイッチと、
　前記超音波センサー部で送受信される超音波信号を増幅して高出力送信及び高利得受信
が可能なセンサー送受信部と、
　ＰＣＭ（Ｐｒｏｃｅｓｓ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）アルゴリズムを
搭載して現場に合う濃度測定モードを実現し、工程の異常有無を判断すると同時に濃度の
測定に関連した操作及び制御を行う制御部と、
　前記制御部及び前記センサー送受信部で必要とする電源を供給する電源部と、
　前記制御部で測定された濃度を外部へ出力する外部出力部とを備える
　ことを特徴とするクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項２】
　前記超音波送信用センサー及び前記超音波受信用センサーは、
　超音波を送信／受信する圧電素子と、
　前記センサーの残余振動を減少させる吸音材と、
　前記圧電素子を保護しながら測定対象流体とのインピーダンスマッチングを介して媒質
間の超音波伝達特性を極大化させる音響窓と、
　前記センサーの外部環境に対する保護、防水及びノイズ遮蔽構造に形成された外部ハウ
ジングと、
　前記濃度測定装置に電気的に接続されるコネクターとを備える
　請求項１に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項３】
　前記超音波送信用センサー及び前記超音波受信用センサーは、
　前記センサーを収容するセンサーホルダーと、前記センサーホルダーを収容しながら配
管に設置される外部ケーシングとを備える
　請求項１に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項４】
　前記外部ケーシングは、前記センサーの位置が固定される手錠型、前記センサーの位置
 が固定されるクランプ型、及び前記センサーの位置が可変するサドル型のうちいずれか
一つのタイプである
　請求項３に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項５】
　前記外部ケーシングは、前記配管に最初設計時の外部ケーシングを整列させるケーシン
グガイドを使用する
　請求項３に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
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【請求項６】
　前記センサーホルダーは前記外部ケーシングに枢支され、前記センサーは回転可能であ
り、センサーの放射面の形態に応じて配管に対して任意の角度をなすように形成された
　請求項３に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項７】
　前記外部出力部は、ディスプレイ手段に接続され、数字型ディスプレイ機能、工程ディ
スプレイ機能、診断ディスプレイ機能及びデータトレンドディスプレイ機能を提供する
　請求項６に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項８】
　前記ＰＣＭアルゴリズムは、
　測定対象流体の音速を測定し、前記音速の変化を判断する音速フィルターと、測定対象
流体の温度を測定し、前記温度の変化を判断する温度フィルターと、前記超音波信号を受
信して信号の大きさ及び変化量を判断する信号フィルターとを含む
　請求項６に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項９】
　前記ＰＣＭアルゴリズムは、前記音速フィルターを介して工程状態をチェックし、前記
温度フィルターを介して工程状態及び配管状態をチェックし、前記信号フィルターを介し
て濃度測定の対象となる浮遊固形物（ＳＳ）の分布均一度をチェックした後、各フィルタ
ーの結果を総合して工程の運転状態を決定し、ＳＳの分布均一度を判断して運転中に有効
ＳＳ濃度の計測、工程の運転状態及び配管の充填度に関する情報を運転者に提供する
　請求項８に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項１０】
　前記ＰＣＭアルゴリズムは、現場の運転パターンに従って実時間にて濃度の変化を測定
するＲＴ（Ｒｅａｌ Ｔｉｍｅ）モード、及び工程診断モニタリング（Ｐｒｏｃｅｓｓ Ｃ
ｏｎｄｉｔｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ、ＰＣＭ）結果に基づいて、工程が運転中のと
きにのみ自動的に濃度の変化を測定するＰＭ（Ｐｒｏｃｅｓｓ Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ)モ
ードで測定モードを実現する
　請求項６に記載のクランプオン型超音波濃度測定システム。
【請求項１１】
　測定対象流体が流れる配管の外部に設置されて、超音波を送受信する超音波センサー部
を介して超音波の強さに基づいて濃度を測定する濃度測定装置で行われる超音波濃度測定
方法において、
　現場の運転パターンに従って、前記超音波センサー部と前記濃度測定装置を用いて実時
間にて濃度の変化を測定するＲＴ（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ）モード段階と、
　工程診断モニタリング（Ｐｒｏｃｅｓｓ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ、
ＰＣＭ）結果に基づいて、工程が運転中のときにのみ自動的に前記超音波センサー部と前
記濃度測定装置を用いて濃度の変化を測定するＰＭ（Ｐｒｏｃｅｓｓ Ｍｏｎｉｔｏｒｉ
ｎｇ）モード段階とを含み、
　前記ＰＭモード段階は、
　前記測定対象流体の温度及び音速、濃度測定の対象となる浮遊固形物（ＳＳ）の分布均
一度（ＥＥＡ）を測定する段階と、
　前記超音波センサー部で受信される超音波信号と温度信号をフィルタリングし、現在測
定されている測定値の有効性を判断し、前記測定値が有効でない場合には温度、音速及び
ＥＥＡ値を測定する段階と、
　前記段階で測定された現在の音速測定値が基準音速を超えかつ現在の温度測定値が第１
基準温度を超える場合には、非満管及び工程中断と測定する段階と、
　前記段階で測定された現在の音速測定値が基準音速を超えかつ現在の温度測定値が第１
基準温度以下である場合には、満管及び工程中断と測定する段階と、
　前記段階で測定された現在の音速測定値が基準音速以下でありかつ現在の温度測定値が
第１基準温度以下である場合には、工程運転の判定回数をカウントする段階と、
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　前記工程運転の判定回数が工程運転の判定基準数以上である場合には有効な過去の測定
値を維持し、前記工程運転の判定回数が工程運転の判定基準数未満でありかつ現在の温度
測定値が第２基準温度を超える場合には、有効な過去の測定値を維持する段階と、
　前記工程運転の判定回数が工程運転の判定基準数未満でありかつ現在の温度測定値が第
２基準温度以下でありかつＰＭの状態変数が「０」でない場合には、満管及び工程運転と
測定する段階と、
　前記で測定されたＥＥＡ値をリセットし、測定ＥＥＡ間の変化程度（ｄ（ＥＥＡ））が
基準ＥＥＡ未満である場合には有効な過去の測定値を維持し、前記ｄ（ＥＥＡ）が基準Ｅ
ＥＡ以上である場合にはＰＭモードを終了する段階とを含む
　ことを特徴とするクランプオン型超音波濃度測定方法。
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【要約の続き】
て配管内の工程運転状態に応じて周辺機器を制御することにより自動運転が可能であって、工程運転効率を極大化さ
せながら現場の運転パターンに従って濃度測定の自動制御が可能である。
【選択図】図３
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