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デジタルマスフローコントローラ
CMQシリーズの開発

　従来のマスフローコントローラは主に半導体製造工程におけるプロセスガスの流量制御を目的として使用されてきたが，最

近では品質の安定化，効率化，省エネ化などを目的とした自動化ニーズの高まりとともに一般産業分野でも数多く使用され

るようになってきている。今回，超高速応答流速センサである「マイクロフローセンサ」と比例バルブを組み合わせ，従来

では不可能であった500ms以下という高速応答性を実現し，かつ一般産業市場向けとして従来にないコンセプトを取り入れ

たデジタルマスフローコントローラの開発を行ったので，その概要を紹介する。

Development of the CMQ series of digital mass flow controllers

Current mass flow controllers have been used for process gas flow control mainly in manufacturing processes related to semiconductors.
Recently, however, they have been in use in general industrial fields in response to increased demands that automation provide quality
stabilization, greater efficiency, and less energy use. The authors have developed a digital mass flow controller that is a combined device
containing a "Microflow sensor", a super-high speed response type of flow velocity sensor, and a proportional valve. The flow controller
incorporates novel concepts for general industrial markets through attainment of a high response speed of 500 ms or faster, which had been
unattainable in the past. An outline of the flow controller is provided in the following article.

1．はじめに

　マスフローコントローラは1960年代から実用化が始め

られ，とくに半導体産業の前工程（ウエハ生成）における

プロセスガスの流量制御用として欠かせない製品となって

いる。従来のマスフローコントローラは主にこの半導体産

業向けに開発されてきたため，ガスの流量を一定に制御す

るという基本機能のほかに，特殊な性能（耐腐食性，発塵

対策，ガス溜まりの最小化など）が求められ，これらを重

視した設計となっている。

　このため，ガラス加工やロー付けなどでのバーナ空燃比

制御，溶接シールドガス流量制御，ガス充填量制御，工業

炉雰囲気ガス制御などの一般産業市場でのアプリケーション

にて必要とされる高速応答，広い流量制御範囲，低圧供給

ガスでの制御性などの性能や，様々な機能を備え，かつ低

価格という市場ニーズを満足するマスフローコントローラ

が求められていた。

　そこで今回，超高速応答流速センサである「マイクロフ

ローセンサ」と比例バルブを組み合わせ，一般産業市場で

のニーズに対応すべく，高性能，高機能，低価格というデ

ジタルマスフローコントローラ「CMQシリーズ」を開発

した。とくに，応答性については「マイクロフローセンサ」

の高速応答という特長を生かし，従来のマスフローコント

ローラでは不可能であった全設定流量域で500ms以下とい

う高速応答性を実現した。

　本稿ではCMQシリーズの概要と特徴を説明し，その応

答性についての性能比較テスト結果を報告する。
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2.1　特長

　CMQシリーズは従来のマスフローコントローラと比較

し，以下のような特長がある。

（1）高速制御

　 従来のマスフローコントローラでは，スタート時の制

御において，とくに設定流量が低いと制御流量の立ち上

がりが遅いという問題があったが，CMQシリーズでは

全設定流量域で500ms以下の高速応答を実現しているた

め，設定流量が低くても制御流量の立ち上がりが遅くな

ることはほとんどない。このため，たとえばガス充填量

制御のようにバルブの全閉と制御を頻繁に繰り返すよう

なアプリケーションでもタクトタイムの短縮を図ること

が可能となる。

　 また，ガスの１次側圧力変動にも高速で応答し，２次

側流量への影響を最小限に抑えるため，ワーク品質のば

らつきをなくし，歩留まりを向上させることができる。

（2）低差圧動作

　 ガスの供給圧力が低いバーナのアプリケーションなど

においても制御が可能である。

（3）広い制御範囲

　 １～100%FSの広い範囲での制御を可能とした。

（4）広い動作温度範囲

-10℃～+60℃での動作を保証しているため，ほとんど

のアプリケーションに対応可能である。

2．CMQシリーズの概要

　CMQシリーズの外観を図.1に，概略仕様を表.1に示す。

表 .1　デジタルマスフローコントローラCMQシリーズの概略仕様

図 .1　CMQシリーズの外観

バルブ方式 比例ソレノイドバルブ（ノーマリークローズ）
フルスケール流量 CMQ9500：0.500 L/min(standard)
（窒素換算値） CMQ0002：2.00 L/min(standard)

CMQ0005：5.00 L/min(standard)
CMQ0020：20.0 L/min(standard)
CMQ0050：50.0 L/min(standard)
CMQ0200：200 L/min(standard)
※L/min(standard)は20℃，１気圧に換算した１分間
　あたりの体積流量を表す

対応ガス種 標準品：空気，窒素，酸素，アルゴン，炭酸ガス，
都市ガス13A，プロパン100%，
メタン100%，ブタン100%

水素対応品：水素，ヘリウム
応答性 設定±2%FSに500ms以下(CMQ0200は1000ms以下)
制御範囲 1～100% FS
精度 CMQ0002, 0020, 0050：±1.0%FS以内

CMQ9500, 0005, 0200：±2.0%FS以内
再現性 CMQ0002, 0020, 0050：±0.5%FS以内

CMQ9500, 0005, 0200：±1.0%FS以内
動作差圧範囲 CMQ9500, 0005：0.49～ 49kPa

CMQ0002, 0020, 0050, 0200：0.98～ 294kPa
耐圧 980kPa(gage)
動作温度範囲 -10～ 60℃
接ガス部材質 流路：SUS316

シール部材：バイトン
接続方式 標準接続：9/16-18UNF (CMQ0200は3/4-16UNF)

OPTION ：1/4-RC (CMQ0200は 1/2-RC)
1/4-Swagelok (CMQ0200は1/2-Swagelok)

電源 定格：DC15～ 24V(CMQ0200はDC24V)
質量 約 1.2kg (CMQ0200は約3.5kg)
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（5）単一電源動作

　 従来のマスフローコントローラでは一般にはあまり使

用されていないDC±15Vの両電源を必要としたため，

マスフローコントローラ用に専用電源を用意しなければ

ならなかったが，CMQシリーズではDC15～ 24Vの単

一電源での動作を可能としたため，安価な汎用電源が使

用でき，他の機器との電源の共用化も可能である。

　 また，CMQシリーズでは実験用などの簡易的な用途

のために，ACアダプタが接続できる電源ジャックも用意

しているので，電源配線の手間がなく簡単に対応ができ

る。

（6）設定・表示部を標準装備

　 従来のマスフローコントローラは本体と設定・表示部

を別設置で使うものと限定して考えられているため，流

量設定器と流量表示器を別途用意する必要があったが，

CMQシリーズでは設定・表示部を標準装備としており，

一体形表示モデル，分離形表示モデルの２種類から用途

に応じて選ぶことができる。

　 なお，一体形表示モデルは，設定・表示部を180度回

転させることが可能なので，ガスの配管接続の際に表示

の向きを考慮する必要はない。

（7）多彩な機能を標準装備

　 従来のほとんどのマスフローコントローラは，ガスの

流量を一定に制御するという基本機能だけしかなく，一

般産業市場で必要とされる様々な要求機能に十分対応で

きるものはなかったが，CMQシリーズでは20種類以上

の機能を標準で装備しており，これらの中から必要な機

能を設定・表示部の操作により簡単に選択することがで

きる。主な機能は次のとおりである。

流量表示，積算表示，各種イベント出力，アラーム出

力，流量OKランプ，自動遮断機能，バルブ強制開閉

機能，マルチ設定機能，ダイレクト設定機能，スロー

スタート機能，ガス種切替機能，外部接点入力による

切替機能など

　また，RS-485通信機能もオプションにて用意している。

2.2　アプリケーション例

　図.2はガラスワーク加工（蛍光灯，電球，ハロゲン球，

液晶用バックライト，ブラウン管など）における，バーナ

空燃比制御でのアプリケーション例である。

　従来は，加工に必要な火炎熱量を適正に保つため，バー

ナ空燃比を熟練作業者が炎の具合を見ながら手動で各ガス

（燃料ガス・空気・酸素）のニードルバルブを調整してお

り，次のような課題があった。

①手動により調整を行うので，バーナの本数が多いと調整

や確認に時間がかかる。

②一度調整しても，１次圧の変動，ノズル排圧の変動，

バーナの相互干渉などの影響を受けて火炎の状態が変動

するため，ワーク品質にばらつきが生じてしまう。

③ワークの種類によって必要な火炎熱量が異なるので調整

をやり直さなければならず，同じ種類のワークをなるべ

く多くまとめて加工する必要がある。

④ワークの移動中の加熱は不要であり，この間は低燃焼に

切り替えたいが，この切り替えにより１次圧が変動し，

他のバーナに影響してしまう。

　これらの課題に対し，ニードルバルブで行っていた流量

調整をCMQに置き換えることにより，空燃比制御の数値

管理が行えるので作業者の技能に関わらず安定した品質管

理が可能となる。また，１次圧の変動，ノズル排圧の変動，

バーナの相互干渉などの影響も最小限に抑えられるので，

品質のばらつきをなくし，歩留まりを向上させることがで

きる。

　さらに，マルチ設定機能を使い，各ガスで必要な流量を

あらかじめ設定し，これらを外部接点で切り替えるように

しておくことにより，低燃焼と通常燃焼の切り替えや，

ワークの種類による燃焼量の変更にも，素早く追従するの

で，使用エネルギーの削減や段取り工数の削減を図ること

が可能となる。

図 .2　バーナ空燃比制御でのアプリケーション例
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3．システム構成

　CMQシリーズの内部構造写真を図.3に示す。また，構

成ブロックを図 .4に示す。

図.3　CMQシリーズの内部構造

図 .4　構成ブロック図
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　主な構成は，流量計測部，設定・表示部，制御回路，比

例バルブに大別できる。

（1）流量計測部

　　流路の壁面に「マイクロフローセンサ」を設置し，セ

ンサの上流側に整流用の金網を設けただけの非常にシン

プルな構造となっている。従来のマスフローコントロー

ラが採用している流量計測方法との比較については後述

する。

（2）設定・表示部

　　制御流量，設定流量，積算流量などの表示や各種の設

定のすべてを，この設定・表示部により行うことができ

る。そのほかに，流量OKランプ，アラームランプ，イ

ベント出力ランプを備えている。

（3）制御回路

　　「マイクロフローセンサ」で検出した制御流量信号と

設定流量とをCPU内部で比較演算した結果に基づき，比

例バルブへの駆動電流を出力している。比例バルブへの

出力更新周期は10msとしている。

　　なお，流量の設定は，外部アナログ電圧入力による設

定も可能であり，制御流量の外部アナログ電圧出力も

行っているので，外部機器とのアナログインターフェー

スによる接続が可能である。また，RS-485通信機能を使

用すれば，設定・表示部で行えるすべての設定と表示内

容を通信データとして読み出し・書き込みが可能である。

　　そのほかに，外部接点入力（３点），外部３段切替入

力（１点），イベント出力（２点），アラーム出力（１点）

を備えており，これらに様々な機能の割り付けを行うこ

とができる。

（4）比例バルブ

　　ノーマリークローズタイプの比例ソレノイドバルブを

使用している。流量の比例制御だけでなく，閉止能力も

持たせるために，弁の形状をフラットにし，ガスの流れ

方向を通常の比例弁とは逆の弁側から弁座側への流れ

　（flow to close）となるような構造としている。

4.　従来方式のセンサと「マイクロフローセンサ」との比較

　従来のマスフローコントローラでは，ほとんどのものが

図.5(a)に示す，バイパスキャピラリ加熱方式のセンサを採

用している。この方式はキャピラリ（金属毛細管）の外側

に温度センサとなる二つの発熱抵抗体を巻き，これらを一

定の電力で加熱しておくことにより，キャピラリ内を通過

する流量を二つの温度センサの温度差で検出する方式であ

る。キャピラリにはわずかな流量しか流せないため，メイ

ン流路に層流素子を挿入し，メイン流路とキャピラリの分

流比率を一定に保つことにより，大流量の計測を可能にし

ている。
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センサと比較して多くのメリットがあり，一般産業向けマ

スフローコントローラ用のセンサとして最適である。とく

にマスフローコントローラで，より高速な流量制御を行わ

せるためには，センサの応答性が重要となるため，「マイ

クロフローセンサ」を使用すると非常に有利である。

5.　性能比較テスト結果

　「マイクロフローセンサ」を使用したデジタルマスフ

ローコントローラであるCMQシリーズとバイパスキャピ

ラリ加熱式センサを使用した従来のデジタルマスフローコ

ントローラとの応答性に関する性能比較テストを行った。

5.1　センサ応答性の比較

　マスフローコントローラの比例バルブを強制的に全開に

しておき，外部に用意した３方弁にて流量を小流量から大

流量にステップ的に変化させ，このときの流量出力信号に

よりセンサの応答性を比較した。テスト装置を図.6に，テ

スト結果を図 .7に示す。

　従来方式のセンサでは流量の変化に追従するのに400ms

程度かかり，さらに出力が完全に安定するまでには

1000ms以上かかっているのに対し，「マイクロフローセン

サ」では流量変換処理による遅れがあるものの流量の変化

に100ms以内に追従し，出力もすぐ安定しているのがわかる。

図.6　センサ応答性測定装置

図.7　従来方式のセンサと「マイクロフローセンサ」のステップ応答特性

（流体：空気，横軸：200ms/div，縦軸：20%FS/div）

　この方式は耐腐食性には優れているが，次のような問題

点がある。

（1）応答速度が遅い

キャピラリは管内径が0.5mm程度であり，これによる

熱容量と温度センサ自身の熱容量とがガスの流れによ

る熱の伝わりを遅れさせるので，応答速度が遅くなっ

てしまう。

（2）製造上の歩留まりが悪い

キャピラリに温度センサとなる発熱抵抗体を巻き付け

る方式のため，個体差なく製造するのが困難である。

（3）構造が複雑

前述のとおり，メイン流路にキャピラリを設けて分流

させると共に，分流比率を一定に保つための層流素子

を流路に挿入する必要があり，構造が複雑である。

（4）その他

経年変化が大きい。

層流素子による圧力損失が大きい。

キャピラリが目詰まりしやすい。

図 .5　従来方式のセンサと「マイクロフローセンサ」の流量計測構造図

　これに対し，「マイクロフローセンサ」はチップサイズ

が1.7mm角，厚さ0.5mmのシリコン上に白金薄膜抵抗に

よってヒータおよび温度センサを形成し，そのヒータおよ

び温度センサは下側のシリコンが除去されてダイヤフラム

構造となっており，熱的に絶縁されているため，熱容量が

非常に小さい。このため従来方式のセンサと比較して応答

速度が非常に速い。

　さらに，このセンサチップはLSI製造工程と類似の工程

で製作することができるため，特性の安定したセンサチッ

プを一度に大量に製造することが可能である。また，材料

を耐環境性の高いものにしているので，経年変化が小さ

く，高い信頼性を実現している。

　また，この「マイクロフローセンサ」で流量計測を行う

際の構造は図.5(b)に示すとおり，流路の壁面にセンサチッ

プを設置し，上流側に整流用の金網を設けるだけの非常に

シンプルな構造となっており，圧力損失が小さく，センサ

部が目詰まりを起こすこともない。
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5.2 制御性の比較

　次に図.8に示すテスト装置にて，実際に流量制御を行わ

せたときの制御性を比較した。

図.8　制御特性測定装置

（1）スタート特性

　　比例バルブ全閉の状態から制御を開始したときの各マ

スフローコントローラの制御流量特性を図.9に示す。流

量設定はフルスケール流量の20%，40%，60%，80%，

100%の５ポイントで行った。従来方式のセンサを使用

したデジタルマスフローコントローラでは設定流量が低

くなるほど立ち上がりの時間が遅くなるのに対し，

CMQでは設定流量が低くても立ち上がりが遅くなるこ

とはなく，すべて500ms 以内に整定しているのがわか

る。

（2）圧力変動特性

　　制御中に１次圧を強制的に変動させたときの制御流量

特性を図 .10に示す。流量設定はフルスケール流量の

20%，60%，100%の３ポイントで行った。従来方式のセ

ンサを使用したデジタルマスフローコントローラと比較

して，CMQは圧力変動の影響も少なく，すべて500ms以

内に整定しているのがわかる。なお，従来方式のセンサ

では応答性が遅いため，圧力を切り替えた瞬間の流量変

動のピークが流量出力の波形に現れていない。このた

め，波形としてはCMQの流量変動のピークよりも小さ

くなっている。
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図 .9　スタート時の制御特性（流体：空気，動作差圧：0.1MPa，横軸：

200ms/div，縦軸：20％FS/div）
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図.10　圧力変動時の制御特性（流体：空気，動作差圧：0.1MPa/

0.3MPa，横軸：500ms/div，縦軸：20％FS/div）

6.　まとめ

　性能比較テスト結果より，「マイクロフローセンサ」を

使用したデジタルマスフローコントローラCMQシリーズ

は，従来方式のセンサを使用したマスフローコントロー

ラと比較して応答性が大幅に改善されており，「マイクロ

フローセンサ」がマスフローコントローラ用のセンサと

して非常に適していることが確認できた。

7.　おわりに

　今回は一般産業用マスフローコントローラとしてコスト

との兼ね合いから，500ms以下の応答性を目標として開発

を行ったが，「マイクロフローセンサ」の高速応答性をま

だ十分に生かしきれているとはいえない。今後，より高速

なマスフローコントローラの開発にもチャレンジしたいと

考えている。
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