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大容量気体質量流量計CMLの開発

　「マイクロフローセンサ」を検出部に用いた大容量質量流量計CMLを開発した。CMLの仕様，構造，性能について報告する。

Development of CML, a Mass flow meter for measuring a large volume of gas

Yamatake Corp. has developed a Mass flow meter for measuring gas in large volumes. This paper describes the specifications, structure, and
performance of the new Mass flow meter, the CML.

1．はじめに

　一般産業市場において下記の諸課題に対する解決ニーズ

は強く，大容量気体質量流量計CMLシリーズの開発を行

った。以下にその概要と特長を説明する。

2．開発ニーズ

　大容量の気体流量計測には，オリフィス流量計，渦流量

計，あるいは容積式メータなどの体積流量計が使われるこ

とが多い。しかし，一般的には質量流量計測を必要とする

ことが多いため，これら体積流量計の場合は温圧補正を行

うための温度センサと圧力センサが別途必要となる。それ

に対し，本流量計は熱式の「マイクロフローセンサ」を流

量検出部に用いているため直接質量流量を計測することが

でき，温圧補正が不要となる。また，この「マイクロフロー

センサ」が非常に小さく，かつ計測範囲が広いことから以

下のようなニーズに応えることができた。

　① 小型・軽量化

同口径のルーツメータに対し体積比で１/２，質量比

で１ /３以下

　② 広い計測範囲

160:１の広いレンジアビリティ

　③ 高い設置自由度

水平・垂直いずれの配管方向に対しても取り付け可能

広い設置スペースや複雑な配管の取りまわしが不要

　④ トータルコストの削減

小型軽量化による設置コスト削減

温圧補正機器の削減によるコスト削減

広い設置スペースや複雑な配管の取りまわしが不要

なことによるコスト削減

　など本体・配管工事を含めたトータルコストの削減
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3．CMLの仕様，構造

　CMLの外観を図.1，構造概略図を図.2，製品仕様を表.1

に示す。（流量，流速の記述は大気圧状態に換算した値を

示す）

図 .1　CMLの外観図

図 .2　CMLの構造概略図

　本流量計は整流およびセンシングを行う検出器部と信号

処理を行う変換器部から構成されている。検出器の壁面に

は流速を検出する「マイクロフローセンサ」が取り付けら

れ，ここで得られた信号は変換器内でA/D変換，リニアラ

イズ等の演算処理がされている。外部出力としては，４ -

20mADC信号，積算パルス出力，RS-485通信などを標準

装備している。また，LCDによるデジタル表示も標準装備

とし，積算流量，瞬時流量等を表示する。

4．開発課題

　本流量計の開発において課題となったポイントは以下の

通りである。

　①流路壁面付近での流速の再現性を得るために最適に設

計された整流部が必要となる。

　②大容量を測定するために，高流速まで測定可能な「マ

イクロフローセンサ」が必要となる。

　③広い温度・圧力範囲，広い流量範囲において，高い精

度を得なければならない。

　以下に課題を達成するための方法を示す。

4.1　整流部設計

　本流量計に使用している「マイクロフローセンサ」自体

は非常に再現性が良いが，正しく流量を測定するために

は，流量に対しセンサ上の流速に再現性がなければならな

い。すなわち，流量計の上流側の流れが乱れていたとして

も，壁面に配置されているセンサ付近での流速が常に流量

に比例していなければいけない。このため本流量計では流

れの整流が非常に重要な項目となってくる。

　整流部の設計にあたり，次の要求機能と制約条件が存在

した。

変換器部�

検出器部�

流れ方向�

金網�ハニカム� 「マイクロフローセンサ」�

CML050 CML080 CML100 CML150

流量レンジ
160m3/h(normal*) 400m3/h(normal*) 650m3/h(normal*) 1600m3/h(normal*)

normal は校正基準（1気圧，20℃）を示す

計測精度
1～ 16m3/h ± 3%RD 2.5～ 40m3/h ± 3%RD 4～ 65m3/h ± 3%RD 10～ 160m3/h ± 3%RD
16～ 160m3/h ± 2%RD 40～ 400m3/h ± 2%RD 65～ 650m3/h ± 2%RD 160～ 1600m3/h ± 2%RD

接続口径 50A（2B） 80A（3B） 100A（4B） 150A（6B）
計測対象気体 空気，窒素，炭酸ガス，プロパンガス，都市ガス13A
流量出力信号 瞬時流量：DC4～ 20mA，積算流量：パルス出力，イベント出力

通信 RS-485インターフェイス（5線式）
取付姿勢 水平／垂直取付（形番にて指定）

使用温度範囲 -25～+60℃
使用圧力範囲 大気圧～1MPa
圧力損失 2.5kPa以下　（空気：圧力50kPaにて）
電源 AC100V，AC200V，DC24V

　*　normal は校正基準（1気圧，20℃）を示す

表 .1　CMLの製品仕様
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4.1.1　要求機能

　（1） 整流機能

　旋回流や偏流などの上流配管で生じ得る流れの乱

れを整流し，センサ部での流れの再現性を確保する。

　（2） 信頼性

　10年の製品寿命を持たせるため，腐食や振動，衝

撃などに耐える構造にする。

　（3） センサの保護

　流体中の異物はセンサに衝突して計測機能に影響

を与える恐れがある。このため，配管内へのゴミの

混入はないことが設置上の条件であるが，事故時で

も異物が直接センサに当たらない構造にする。

4.1.2　制約条件

　（1） 圧力損失

　表.1に示す圧力損失条件を超えない。

　（2） 長さの制限

　置き換えを狙っている製品と同等の面間距離を維

持しながら製品内部に整流部を入れる。

　（3） 流速の制限

　流量計内の流速が後述する「マイクロフローセン

サ」の流速測定範囲内になるようにする。

　これらの条件をすべて満たし，さらにコスト，組立性，

環境（リサイクル・分解容易性など）を考慮し，整流部は図.2

に示すような構造を採用した。

4.1.3　整流部の各要素

　（1） ハニカム

　旋回流を整流する方法としては整流板やチューブバン

ドルなどいくつかの構造が存在する。その中でも圧力損

失や面間距離，さらに部品のコストや組立性を考慮し，

チューブバンドル構造に似たハニカムを採用した。

　（2） 金網

　偏流を整流するために金網を用いた。前述のハニカ

ムは偏流を整流する効果は少ないため，ハニカムの上

流に金網を配置した。またハニカムで生じる流速の不

均一性やハニカム後流の乱れを整流するための下流側

にも金網を配置した。

　（3） 絞り

　壁面における速度境界層の発達を抑えるために，

センサの直前に絞りを入れている。ただし，平均流速

の増加を防ぐためにこの絞りは最小限にとどめてい

る。

　（4） 整流要素の固定位置と固定方法

　各整流要素間の距離は近すぎると効果を発揮しき

れないが遠すぎても再び乱れが発達してしまう。ま

た，全体の面間寸法内に収まる長さでなければなら

ない。これらの寸法を変化させた実験や数値解析を

行うことにより最適の条件を求め，採用した。

　金網は金属のリングの間に圧入するようにし，さ

らにハニカムとも圧入することにより整流部で一体

のユニットとして組み立てるように変更し，このユ

ニットが振動や衝撃によって移動しないように特殊

な形状の板ばねで流路内に固定するようにした。

4.2　センサユニット

　本流量計では平均流速0.15～24m/sの広い流速範囲にお

いて，±1.5％RDの精度を実現させるため，流速範囲によ

って２種類の「マイクロフローセンサ」を使い分けてい

る。流速１m/s付近までは低流速域用センサを２個，流速

１～24m/sまでは今回新たに開発した高流速域用センサを

２個，計４個使用している。高流速域用センサにおいて

は，センサチップ上の２個の温度センサ（Ru,Rd）をチッ

プの中央部に配置されたヒータ（Rh）に近づけることによ

ってヒータからの伝熱を高め，高流速域まで計測可能と

している。図 .3(a)および図 .3(b)に各センサの特性を示

す。

図 .3(a)　低速センサの特性

図 .3(b)　高速センサの特性

　各センサは流路の同一円周上に90度間隔で配置してお

り，各出力を平均化することで配管内の流速分布が完全に

均一化されなかった場合でも平均の流速に近い値を計測す

ることができる。またどちらか一方のセンサが故障した場

合は，マイコンがそれを判断し，故障を表示すると共にも

う１台のセンサで計測を続けることにより，流量計として
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の信頼性を高めている。

4.3　「マイクロフローセンサ」温度特性の補正

　本流量計は温度範囲（－25℃～60℃），圧力範囲（０～

１MPa）という使用条件のすべての範囲に対し，２%RD

という高精度が要求される仕様になっている。この精度を

実現するためには誤差原因となる「マイクロフローセン

サ」が持つ固有の温度特性（図.4），圧力特性を排除する

ことが不可欠である。

図 .4　「マイクロフローセンサ」の温度特性

図 .5　流量算出までの流れ

　図.5に流量算出までの流れを示す。本流量計において流

量は「マイクロフローセンサ」出力値に対し，マイコン内

に登録されているリニアライズカーブを用いて算出され

る。このリニアライズカーブは20℃１atmの条件下におけ

る「マイクロフローセンサ」出力値に対してのリニアライ

ズデータであるため，温度・圧力が異なる条件下では，そ

のまま使用することはできない。そこで，「マイクロフロ

ーセンサ」出力値に温度，圧力補正をかけ，20℃1atm相当

の値に補正し，その補正値を用いてリニアライズを行って

いる。

　なお，ここでいう温度，圧力の補正とは前述した体積流

量計の温圧補正のように体積流量を基準状態での質量流量

に計算するものとは異なり，「マイクロフローセンサ」出

力値の微妙なずれを補正しているものである。よって，本

流量計では検出器内部に簡便な温度および圧力センサをそ

れぞれ搭載し，データを取得している。

　生の「マイクロフローセンサ」出力から，補正された基

準状態(20℃１ atm)の「マイクロフローセンサ」出力値を

算出する式を以下に示す。

Ｐ＝Ｐ´＋ ∆Ａ(ｖ ,t) ＋ ∆Ｂ(ｖ ,t)

Ｐ　：基準状態20℃１ atmにおける「マイ

クロフローセンサ」出力値

Ｐ´：生の「マイクロフローセンサ」出力値

∆Ａ(ｖ ,t) ：温度特性補正量

∆Ｂ(ｖ ,ｐ) ：圧力特性補正量

ｔ　：気体の温度　[℃]

　生の「マイクロフローセンサ」出力値に対して，温度，

圧力および流速をパラメータとする補正関数によって導出

される補正量を加減することにより，基準状態の「マイク

ロフローセンサ」出力値を求める。これらの関数は，実験

データ値により導出された実験式である。

　このような補正処理により，「マイクロフローセンサ」

の温度圧力依存性をキャンセルすることができ，高精度を

実現している。

4.5　校正設備

　本流量計は口径が大きい，レンジアビリティが広い，高

い圧力の気体を計測するなどの理由から大掛かりな校正設

備が必要となってくる。図.6に校正設備の概要を示す。
フローセンサ出力値（t℃，p気圧）　� 温度センサ�

補正のために，現在の温度，圧力�

を取り込む�

圧力センサ�
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5．特性評価

　本流量計の基本特性評価の結果を次に記す。

図.7は口径100A（2台）の器差を示す。製品目標SPECの

２%RDに対し１%内に入っていることが確認できた。

図 .7　CMLの器差

図 .8　エルボ（90°曲り管）を入れたときの器差

　図.8に直前にエルボ（90°曲り管）を入れたときの器差

結果を示す。ここでも器差が目標の２%以内に入っている

ことから前述の整流部が効果を発揮していることが確認で

きる。エルボを入れた様子を図.9，10に示す。
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図 .6　校正設備

図 .9　立体２重エルボ　

図 .10　立体３重エルボ
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* これは都市ガスなど、安定したガスの流れの場合で、直前にコンプレッサ、ガバナ、または径違いなどある場合には、相応の直管長を必要とする場合があります。
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　図.11に温度を変化させたときの器差結果を示す。ここ

でも器差が目標の２%以内に入っていることから前述の

温度補正が効果を発揮していることが確認できる。

図 .11　温度補正後の器差
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