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ガス流量モニタの開発

　最近，工業炉やボイラなどの燃焼装置において，地球の環境保全を目的とした使用エネルギーの低減や低NOx化を図るため，空

気と燃料を最適な比率で燃焼させる空燃比管理が課題となっている。

　そのためには，正確な燃料ガスの使用量を把握することが必要である。

　今回，ガス流量の管理や制御に使用される，ガス流量モニタ（CMGシリーズ）を開発した。

これにより，低圧損かつ燃焼装置の高頻度の発停にも対応する応答速度の速い流量の監視が可能となったのでその概要を紹介する。

Development of a gas flow monitor

Recently, the air-fuel ratio control, which is used for the burning fuel by mixing it with air at the optimum ratio, has been discussed in the field of combustion
equipment, which includes devices like industrial furnaces and boilers. Thus, energy consumption can be reduced and low-NOx emissions can be achieved
for the purpose of global environmental conservation.
To this end, the amount of fuel gas consumption must be measured accurately.
In this respect, a gas flow monitor (CMG series) was developed for use in managing and controlling gas flows.
An outline of the gas flow monitor is introduced in the following article, and monitoring of a gas flow with a high response speed that can respond to a low-
pressure loss and frequent start-stop operation for combustion equipment has now become feasible.

1．はじめに

　省エネ法の改正を受けて，工業炉やボイラ，空調熱源機

器等の燃焼装置において現在より最適な状態で燃焼させる

ことが課題となってきている。このために空気比の管理の

必要性が高まっている。

　燃料を燃やすためには，その燃料を完全に燃焼させるた

めに必要な空気の量が理論的に決まっている。これを理論

空気量という。しかし，実際の燃焼装置では，理論空気量

で燃焼を行うことはなく，排気ガス／CO／ばいじんなど

の発生を最小限に抑えつつ，バーナの燃焼に必要な空気量

の確保を考慮して通常は過剰空気で燃焼を行っている。

　この理論空気量と実際に使用された空気量の比を空気比

という。

　＜空気比（m）＝使用された空気量（A）／燃焼の理論空気量（Ao）＞

　一般に，バーナはm＝1.1以上に調整されているが，バー

ナノズルの汚れやブロアのフィルタ目詰まりなどの要因に

より値がずれることがある。

　空気比を管理するということは，実際の燃料の使用量と

空気の使用量を把握することになり，そのための流量計が

必要となってくる。

　この用途に適した流量計としてガス流量モニタ（CMG

シリーズ）を開発した。（図 .1）

図 .1　CMGシリーズ外観
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流量�（m3/h）� 口径� 配管形状� 使用圧範囲�
空気�，�13Aプロパ�ン�ブタン�
4 2 1 15A Rcねじ� 100kPa以下�
10 4 3 25A Rcねじ� 100kPa以下�
30 10 8 25A Rcねじ� 100kPa以下�
80 25 20 40A Rcねじ� 100kPa以下�
80 25 20 50A Rcねじ� 100kPa以下�
150 50 40 40A Rcねじ� 100kPa以下�
150 50 40 50A Rcねじ� 100kPa以下�
80 ―� ―� 40A JIS 10K フランジ�990kPa以下�
80 ―� ―� 50A JIS 10K フランジ�990kPa以下�
150 ―� ―� 40A JIS 10K フランジ�990kPa以下�
150 ―� ―� 50A JIS 10K フランジ�990kPa以下�

型チップで，配管壁面での流速により平均流量を求める

構造となる。（図 .2）

　CMGでは直接流体の流量を測るのではなく，下記のよ

うにオリフィスプレートの差圧を利用したバイパス分流方

式とし，「マイクロフローセンサ」をバイパス流路に置く

構造とした。（図 .3）

図 .3　バイパス分流方式

3.1.1　低圧損

　低圧供給ガス配管で使われる一般工業用炉の燃焼量は

約350kW（300,000kcal/h）ぐらいまでである。これは都

市ガスの流量にすると約30m3/hとなる。よって，30m3/h

までを計測範囲とするガス流量モニタは低圧損に抑さえ

る必要がある。

　目標の圧損として低圧供給圧力の1/10の250Pa以下を

設定した。350kWを超える燃焼装置においては，低圧供

給ということは無く，中間圧（2.5kPa以上0.1MPa未満）

もしくは中圧B（0.1MPa以上 0.3MPa未満）の供給とな

る。（中間圧は，広義の低圧に含まれるが供給規定で定め

られた圧力以上を一般的に中間圧と呼ぶ）そのため，

30m3/h以上のモデルについては圧損が10kPa以下を満足

させることを目標とした。

　実際の流れにおいては，偏流や乱流が発生している。こ

のような流れの状態で正確に流量計測を行うには，整流機

構を配管に持たせなければならない。

　しかし，配管に整流機構を設けると，圧損が増大してし

まう。また，整流機構の挿入により，製品の面間距離も大

きくなってしまう。

　オリフィスによる分流方式を用いれば，整流機構をバイ

パス流路に持たせることで製品の圧損を大きくすることな

く「マイクロフローセンサ」近傍の整流を行うことが可能

となる。また，オリフィスはプレート状なので面間も極力

小さくすることができる。

　また，多孔オリフィスを採用し，メイン流路からバイパ

ス流路に入る流路をオリフィスプレートの全面から分流さ

　ガス種と形状によるモデルは表 .1のとおりである。

表 .1　ガス種と製品形状に対するモデル構成表

2．開発の課題

　一般の燃焼装置向け流量計の開発に際して以下の課題が

あげられた。

1. 都市ガス13Aの低圧供給ガス（1.0kPa以上2.5kPa未満）

配管に設置した場合にも燃焼装置に影響を与えない低圧

力損失。

2. 燃焼装置のターンダウンに対応した広い計測範囲。

3. ガス配管中のダストに影響を受けない高い耐ダスト性。

4. 発停頻度の高いバッチ炉やボイラなどのガス流量に追従

できる速い応答性。

3．課題の解決

3.1　オリフィスプレートを用いたバイパス構造

　課題の低圧力損失，広い流量範囲，高い耐ダスト性を

満足するために，CMGシリーズでは，下記のようにオリ

フィスプレートの差圧を利用したバイパス流路構造を採

用した。

　「マイクロフローセンサ」チップは一辺1.7mm角の小

配管壁面�

「ﾏｲｸﾛﾌﾛｰｾﾝｻ」ﾁｯﾌﾟ�
速度分布�

流れ方向�

「マイクロフローセ�
ンサ」チップ�

オリフィスプ�
レート�

図 .2　流路内風速分布とセンサチップ位置
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80m3/hモデル 150m3/hモデル
80m3/h時 150m3/h時

40A 50A 40A 50A
空気 500Pa 285Pa 1300Pa 550Pa
都市ガス（13A） 320Pa 183Pa 832Pa 352Pa

4m3/hモデル 10m3/hモデル 30m3/hモデル
4m3/h時 10m3/h時 30m3/h時

空気 140Pa 215Pa 210Pa
都市ガス（13A） 90Pa 140Pa 135Pa

せることにより，偏流や乱流も平均されてバイパス流路に

入るように工夫をした。（図 .4）

図 .4　オリフィスと分流通路

　これらにより，CMGの上流側に必要な配管の直管部は

４m3/hモデル，10m3/hモデルでは不要，30m3/hモデルで

15cm，80m3/hモデルで10cm，150m3/hで40cmを実現した。

　圧損に付いては表.2のようになり目標の250Paをクリア

した。

表 .2　小型モデルの圧力損失

　

　また，80m3/hモデル，150m3/hモデルにおいても目標の

10kPaに対して十分に低圧損となった。（表 .3）

表 .3　大型モデルの圧力損失

3.1.2　計測範囲

　燃焼装置の燃焼量の調整は，ガスの流量を増減すること

によって行う。

　最大燃焼量に対する最小燃焼量の比率をターンダウンレ

シオといい，通常の燃焼装置で最大1/5程度である。

　CMGシリーズは一台の流量計で燃焼装置の全燃焼領域を

カバーできるように，計測範囲を1/10と設定した。

　また，流量ラインナップも工業炉の小型，中型，大型を考

えて４m3/h，10m3/h，30m3/hとし，また１ton，２tonボイラ

や吸収式冷温水器を考えて，80m3/h，150m3/hを用意した。

　これらの流量ラインナップを同一センサで検出するに

は，各モデルのメイン流路を流れる流量や流速が異なって

も，オリフィスプレートにより分流されてバイパス流路に

入ってくる流速を全モデルで同一レベルにする必要が出て

くる。

　オリフィスプレートの流量と差圧は次式で与えられるこ

とが知られている。（1）

Qm：質量流量

ε：膨張補正係数

α：流量係数（絞り機構に固有な係数）

d ：開孔面積

ρ1：上流の流体密度

P1 ：上流の圧力

P2 ：下流の圧力

　流体密度ρ1は流体の温度と圧力の関数である。

　「マイクロフローセンサ」は熱式流量センサで質量流量

を測定するが，オリフィスプレートの分流機構を用いる

と，流体密度によりバイパスへの分流が温度と圧力に依存

してしまう。

　これでは，正確に質量流量を計測することができなく

なってしまう。

　そこでCMGシリーズはバイパス流路側にも絞り機構を

設けた。これによりバイパス流路の流量も絞りの上流流体

の密度の関数になる。メイン流路のオリフィスとバイパス

流路の絞りを同一箇所とすると，温度と圧力が変わっても

分流比は同じとなり，正確に質量流量を測定することがで

きるようになる。

　バイパス流路に絞り機構を設けたことで，メイン流路の

流量とバイパス流路の流量の比はそれぞれの開孔面積に比

例した値になる。

　　Qﾒｲﾝ/Qバｲパｽ=K・dﾒｲﾝ/dバｲパｽ

　上記の式をもとに，メイン流路のオリフィスプレートの

開孔面積を，バイパスの流路に流れる流量をセンサの出力

の最適値にすることのみで，同一センサ，同一回路を用い

て，各計測範囲のCMGがそれぞれスパン1/10の範囲で精

度４%RDを実現した。

3.1.3　耐ダスト性

　都市ガスは液化ガスを気化して作られるのでダストの混

入はないが，配管工事などから混入する土砂や配管の老朽

化から生じる錆などがダストとして考えられる。

　このような環境の中で特性に変化が無くまた圧損の増加

バイパス�
流路�

オリフィス�
プレート�

メイン�
流路�

流れ方向�

「マイクロフロー�
センサ」チップ�

Qm=εα・(π/ 4)・d2 2ρ�1・(P1 P2 )－�
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が無いことが要求される。

　目標は±５%の精度ドリフトとした。

　気体流量計の耐ダスト性の評価方法には，JISなどの規

定が無いため，所定の濃度の試験用ダストを拡散させた空

気を一定の流量サンプルに流すことのできる装置を作成し

試験を行った。試験にはJISZ8901「試験用ダスト」第７種

を用いた。第７種の成分を表 .4に示した。

表 .4　試験用ダスト7種の成分組成

　

　ダスト量は最悪値として1000m3あたり65mgと仮定した。

　評価はCMGの４m3/hにて行い下記の燃焼装置を想定した。

　燃焼量34.8kW（30,000kcal/h），稼働率40%，運転時間20h/d

　このときの通過流量は8000m3/yとなる。よって，一年で

520mgのダストが通過することになる。

　バイパス方式のサンプルを作成して試験を行ったとこ

ろ，試験ダストを500mg通過させただけで目標の±５%を

超えてしまった。これはこの環境では１年で±５%の精度

ずれを起こしてしまうことを意味する。

　そこでバイパス方式でなく，直接メイン配管にセンサを

取り付け同じ試験を行い比較したところ直接取り付けた方

がダストの影響を受けにくいことがわかった。（表 .5）

表 .5　耐ダスト性一次試験結果

　 分流計測 直接計測

ゼロ点変化 -1.1％ -0.3％

スパン変化 -9.3％ -0.1％

　バイパス方式では分流により実際のダストの通過量が少な

いにもかかわらず，センサの受ける影響は大きかった。

　この点に関してセンサチップ上の流速に注目してみたところ，

　　　　分流方式：0.3m/s

　　　　直接方式：7.2m/s

であった。

　粘性流体中の速度分布は図.5のように放物線を描き配管

の中心の流速が早く，壁面の流速が遅い。流体中の粒子は

速度分布から生じる圧力を受けることになる。この圧力は

ベルヌーイの法則から速度の２乗差に比例する。

　　　
∆Ｐ= P1 - P2 =

ρ 
(v22-v12)

 2.

P1 ：粒子の配管壁面側の面が受ける圧力

P2 ：粒子の配管中心側の面が受ける圧力

ρ：流体密度

v1 ：配管壁面側の流体速度

v2 ：配管中心側の流体速度

　v2＞v1なので∆P＞０となり，この圧力により流体中の

粒子は配管中央に向かっての加速度を受け，配管壁面から

離れようとする。流速こう配が大きいほど ∆Pは大きくな

る。つまり，流速が速い方がダストは配管中央に向かいセ

ンサに付着しにくくなることが推測された。

図 .5　流路内風速分布と粒子の受ける力

　センサ部の流速を上げるために流路に絞りを設け，セン

サへのダストの付着を低減させることができた。

　また，バイパス流路にフィルタ機構を設け，バイパス流

路へのダストの進入も防ぐようにした。

　その結果ダストによる変化は図 .6～8のようになった。

図 .6　耐ダスト性二次試験結果（ゼロ点変化）
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図 .7　耐ダスト性二次試験結果（スパン変化）

図 .8　耐ダスト性二次試験結果（圧力損失変化）

　よって，10年分のダストと仮定した5.2ｇのダストを投

入しても，誤差は５%以内となった。また，圧損も４%レ

ベルの上昇に抑さえられた。

　以上の課題を解決し，CMGシリーズはバイパス構造を

用いて以下の構造となった。（図 .9　図 .10）

図 .10　CMG側面図

3.2 CMGの応答性

　近年の燃焼装置では，バッチ運転や時間比例燃焼，台数

制御などさまざまな運転方式の中で，燃焼の発停回数が多

くなるケースが増えている。このことは，燃料ガスの急激

な流量変化が頻繁に起きることを意味する。正確な流量計

測を行うためには，この流量変化に追従した計測を行う必

要が出てくる。

　「マイクロフローセンサ」は超小型チップの熱式センサ

のため，流量変化への応答性が数msオーダーと大変速い。

CMGはマイクロコンピュータでノイズ成分をキャンセル

するフィルタを入れて０－100%のステップ応答1.6sを実

現した。また，このフィルタは流量の増加，減少ともに同

一の重み付けとし，ON－OFF時の積算誤差をキャンセル

するようになっている。

　従来燃焼装置で広く使われてきたタービン式流量計は，

流量に変化が無いときには大変精度の良い計測が可能であ

るが，流量が減少しても慣性によりタービンが回り続け，

積算の誤差の原因となっていた。

　市販の30m3/hモデルのタービンメータとCMG30m3/hモ

デルの流量を０%から100%に変化させたときと100%か

ら０%に変化させたときのステップ応答の実験比較デー

タを以下に示す。（表 .6）
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図 .9　CMG正面図
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表 .6　応答性比較評価

流量 機器 0→ 100％ 100→ 0％

10m3/h タービン式流量計 1.4s 28s

CMG 1.6s 1.6s

20m3/h タービン式流量計 1.2s 29.5s

CMG 1.6s 1.6s

　タービンメータは０→100%の応答特性と，100→０%の

応答特性に大きな違いがあることがわかる。

　積算誤差を確認するため１分周期で流量をON－OFFさ

せたときの比較実験を行った。

　結果は以下のようになった。基準器としては膜式メータ

を用いた。比較は体積流量計については標準状態（１atm，

０℃）に換算して行った。

　

　 10m3/h時：

　　　　　　　　ON回数：62回

　　　　　　　　膜式メータ流量：9.98m3

表 .7　積算誤差比較評価（流量10m3/h）

CMG タービンメータ

積算流量 10.09m3 11.57m3

誤差 1.1% 15.5%

　　20m3/h時：

　　　　　　　　ON回数：68回

　　　　　　　　膜式メータ流量：22.68m3

表 .8　積算誤差比較評価（流量20m3/h）

CMG タービンメータ

積算流量 22.98m3 25.26m3

誤差 1.3% 10.0%

　CMG は発停頻度の高い燃焼装置の流量も１%誤差の

オーダで計測ができることが示せた。

4．おわりに

　CMGシリーズは上記の課題解決の他に燃焼装置用ガス

流量モニタとして，以下の機能を備えている。

1．暗いところでも見やすい LED によるデジタル

表示。

瞬時流量／積算流量の表示切り替えに加え，Hi，

Lo，Overのアラーム表示。

2．時流量のアナログ出力（１－５ V または４－

20mA），上限・下限アラーム接点出力，積算パル

ス出力。

3．保護構造は IP54。

4．電源はDC24V，AC100V，AC200Vから選択可能。

ガス流量モニタCMGは発売後３年を経過し，

・熱処理炉，焼成炉，塗装・乾燥オーブン等の工業

炉におけるバーナごとの燃料使用量管理，空燃比

管理。

・溶解炉におけるバーナ空気比管理による省エネの

推進。

・ボイラにおける燃料使用量管理と効率演算の実

施。

・各種バーナの調整時に，ガス／空気の実流量表示

を用いることによる調整作業時間の短縮。

等の用途に採用され高い評価をいただいている。

　今後は，自己診断機能の充実，省配線化を実現する通信

機能の追加，高い安全性を確保したノンリンケージ空燃比

制御システム等　装置・設備の高速運転，インテリジェン

ト化のお役に立てる製品開発を進めていく所存である。
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