
テクニカルノート

1.0 はじめに

このテクニカルノートでは、静水圧を測定するためにボード上に搭載された圧力
センサを使用することにより、無加圧または加圧された容器内の液面高さを計算
する方法を記述します。 

2.0 計算式と定数

加圧された状態での容器内の液面レベルの高さを求める式は、次のようになります：
   液面高さ=加圧/(密度*重力定数)

しかし、より低い高度でのほとんどの用途では、単純化した式を用いることができます：
 液面高さ=圧力/比重、またはH=P/SG 

H=測定される液面の高さ、単位インチ
P=測定される液体の圧力、単位水インチ(inH2O)
SG=測定される液体の比重定数(表1参照)

表1：一般的な液体の概略比重定数1

液体 比重定数
4℃の水 1.00

20℃の水 0.998

エチルアルコール(20℃) 0.789

イソプロピルアルコール(20℃) 0.785

25℃の海水 1.028

1 比重は温度によって変化します。

3.0 液面高さ測定の考察 

3.1 非加圧容器の使用

式H=P/SGを使用して、図1の2つの例は、異なる圧力で異なる媒体が同じ液面高
さを持つことがあることを示しています。表示されている圧力センサは、高精度化、
デジタルまたはアナログ出力、補正/増幅タイプのハネウェルの基本的な基板実
装型ABPシリーズ圧力センサです。MPRシリーズは、I2CまたはSPIデジタル出力
のセンサです。

図1.大気圧での容器内液面高さの2つの例
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ハネウェル基板実装型圧力セン
サを使用した液面高さ測定：
MPR、ABP、及びTBPシリーズ
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3.2  加圧容器の使用
加圧されていない容器内の液面高さを測定する際に使用されたシングルポート付
きセンサの代わりに、ここで使用される圧力センサは、デュアルポート付きの液体
媒体との互換(ウェット/ウェット)デバイスである必要があります。

センサは容器の底部に取り付けますが、この位置決めは液体との結合部になるた
め測定に影響を与えます。容器とセンサの間に閉じ込められた空気により、小さな
気泡が存在することがありますが、ほとんどのケースにおいて、液面の高さを示す
圧力を直接測定可能とします。

例:　P1=9.0inH20、P2=0.5inH20、液体が4℃の水の容器内の液面高さは?

P1とP2の差をPとすると、2.0節の式は次のようになります：
H=(P1-P2)/SG:H = (P1 - P2)/SG:
H=(9.0inH20-0.5inH20)/1.00
H=8.5インチ

図 2. 加圧容器

液体媒体に耐性のあるデュアルポートセンサがこれまでなかったため、従来2つの
シングルポートゲージ、または絶対圧式圧力センサが使用されてきました。この方
法では、センサを1つではなく2つ購入しなければならないというコスト上のデメリ
ットだけでなく、測定誤差が2倍になる可能性があります。このため、ABPシリーズ
とTBPシリーズの差圧式センサが好まれます。

4.0 容器の高さが既知の場合のセンサの圧力範囲選定

例:　容器の最大高さが25インチ、4℃の水が媒体であれば、センサの必要圧力範
囲はいくらか？

Pについて解くと、2.0節の式は次のようになります。：P=H×SG　
P=25in×1.00
P=25inH20

25inH2Oのフルスケール圧力センサ(1psi≒27.7inH2O at 4℃)　が使
用されます。例えば、図3に示すようにABPシリーズの液体媒体対応センサ

ABPANT001PGAA5、またはMPRシリーズの
MPRLS0001PG0000SABなどです。

ABPANT001PGAA5センサは、0.5Vdc(加圧な
し)から4.5Vdc(1psiの加圧)まで、容器内の加圧
に比例したアナログ出力を提供します。この例で
は、MPRLS0001PG0000SABセンサは、水位が16
インチの場合、24ビットASICから16インチの水で約
9430370カウントの印加圧力に比例したSPIデジタ
ル出力となります。

図3. 既知の容器の高さ

5.0 リモートまたは上面からの取付の場合

この方法は、図4に示すように、容器の底部とセンサと
の間をチューブを使用して接続することでセンサを遠
隔で取り付けることができます。単一のチューブ、また
はチューブに接続された接合部品を使用して、容器の
底部からセンサまでを繋げます。

この取付け方法の利点は、媒体と圧力センサとの間
に空気柱を有し、センサを苛酷な腐食性媒体から隔
離するのに役立つことです。可能性のある懸念事項
は、チューブとの接合部またはセンサ自身に少量の機
械的漏れがあった際、測定の時間の経過と共にドリフ
トとして現れ、精度に大きな影響を及ぼす可能性が
あることです。 
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ABPANT001PGAA5、またはMPRシリーズの
MPRLS0001PG0000SABなどです。

ABPANT001PGAA5センサは、0.5Vdc(加圧な
し)から4.5Vdc(1psiの加圧)まで、容器内の加圧
に比例したアナログ出力を提供します。この例で
は、MPRLS0001PG0000SABセンサは、水位が16
インチの場合、24ビットASICから16インチの水で約
9430370カウントの印加圧力に比例したSPIデジタ
ル出力となります。

図3. 既知の容器の高さ

5.0 リモートまたは上面からの取付の場合

この方法は、図4に示すように、容器の底部とセンサと
の間をチューブを使用して接続することでセンサを遠
隔で取り付けることができます。単一のチューブ、また
はチューブに接続された接合部品を使用して、容器の
底部からセンサまでを繋げます。

この取付け方法の利点は、媒体と圧力センサとの間
に空気柱を有し、センサを苛酷な腐食性媒体から隔
離するのに役立つことです。可能性のある懸念事項
は、チューブとの接合部またはセンサ自身に少量の機
械的漏れがあった際、測定の時間の経過と共にドリフ
トとして現れ、精度に大きな影響を及ぼす可能性が
あることです。

図 4. リモートまたは上面からの取付け

6.0 TBPシリーズ増幅なしセンサの使用 

液体用（ウェット）オプションを備えた補償/非増幅型基板実装型圧力センサTBP
シリーズを使用して、シリコーン材と互換性のある液体を測定することができます。
図5は、出力を増幅するために使用される回路の例を示します。

図 5. 出力増幅回路例 

例:　P=27.8inH2O最大圧力、使用するセンサタイプが1psi、4℃の水の場
合、Rgの要求値はいくらか？
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使用する方程式:
Rg=100000/(ゲイン-1)
ゲイン=スパン/信号

センサおよび増幅されたオフセットの製造ばらつきを
考慮するには、100kOhmのポテンショメータを使用
してVoutを校正します:

Vout=0.5Vdc　(加圧しない状態)

結果として増幅される出力:
P at 0 inH2O=0.5Vdc
P at 27.8inH2O=4.5Vdc
スパン=4.5Vdc-0.5Vdc
スパン=4Vdc

型式TBPDANS001PGUCVのフルスケール出力
=1.5mV/V、または5Vdc電源使用時は7.5mV:
ゲイン=4Vdc/0.0075Vdc
ゲイン=533

Rg=100000 Ohm/(533-1)
Rg=100000 Ohm/532
Rg=188.0 Ohm

7.0 評価ツール

7.1 SEK002センサ評価キット(図6参照)

MPRシリーズとABPシリーズのデジタルバージョン
は、SEK002評価キット(ハネウェル正規代理店から購
入)で評価することができます。SEK002は、ユーザが
コードを開発する必要なく、センサの出力信号を読み
取りすることができます。

SEK002は、ArduinoTMUno Rev3のマイクロコント
ローラボードの上側に差し込みます。ユーザーのPC
にダウンロードされたハネウェル評価ソフトウェア
は、Arduino Uno Rev3を制御してセンサの読み取り
を行い、PCの画面に出力を表示します。 
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製品保証および保守
当社は、保証期間中に本製品に製造上の不具合ある
いは誤った素材の使用が無いことを保証します。尚、
別途の書面合意がない限り、製品保証については当
社の標準保証が適用となります。保証内容の詳細につ
いては、当社並びにお近くの当社代理販売店にご相談
ください。保証期間中に本製品が当社に返却される
その製品に不具合があった場合、無償で修理または
交換いたします、修理か交換かについては当社が判断
いたします。

当社は、上記以外の補償はお受けいたしません、又こ
こで明示する以外の保証あるいは、本製品の特定目
的合致性についても保証いたしません。当社は事情の
如何にかかわらず、特別損害あるいは間接損害につい
ては責任を負いません。

当社は、資料および当社ウェブサイトを介して、個別の
アプリケーション支援の提供を行うことがありますが、
各個別アプリケーションへの製品適合性の判断は購
入側の責任で行ってください。

仕様は予告なく変更することがあります。本仕様書を
作成した時点では正確で信頼性がある情報を記載し
ておりますが、その使用結果についての責任は負いま
せん。

Arduinoは、米国および/またはそ
の他の国におけるArduino,LLCの
商標または登録商標です。

図6. SEK002センサ評価キット　(ABPシリーズセンサとArduino™Uno 
Rev3を表示)

7.2 ブレイクアウト基板上のMPRシリーズセンサ(図7を参照)

選択したMPRシリーズセンサ(カタログリストには「B」のコードを含む)
は、SEK002センサ評価キットへの接続を容易にするブレイクアウト基板に取り付
けて使用できます。 

図7 . MPR シリーズブレイクアウト基板

ABPシリーズセンサ

Arduino Uno Rev3

SEK002 評価キット(ジャン
パーを含みます)

ブレイクアウト基板
に取り付けられた

MPRシリーズセンサ

搭載前のMPR 
シリーズセンサ




