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カルマン渦流量計（ＣＭＫ）の開発

　カルマン渦の検出素子として「マイクロフローセンサ」を使用した流量計を開発した。「マイクロフローセンサ」の特性

を生かし，低価格でしかも大流量から小流量まで流量測定範囲の広い流量計が実現可能となった。本製品ＣＭＫは，東京ガ

ス株式会社殿の地区整圧器に設置され，ガス供給の状態（流量）をリアルタイムで計測するために用いられる。

Development of a vortex shedding flowmeter (CMK)

This article concerns development of a flowmeter using the "Microflow sensor" as a detecting element for a vortex shedding flowmeter. By
taking advantage of the characteristics of the "Microflow sensor," it is possible to fabricate an inexpensive flowmeter that has a wide flow
measurement range running from large flows to small flows. This CMK product has been installed in district gas pressure controllers from
Tokyo Gas Co., LTD. and used to measure gas supply (flow) in real-time.

1．はじめに

　現在「マイクロフローセンサ」を用いた流量計，マスフ

ローコントローラを製品化している。これら製品の流量検

出方法は直接配管内の流速を計測し，流量に変換するもの

である。しかし，この直接流速を測定する方法には測定可

能である流速に限界があり，今回の要求仕様である最大流

速，設置環境を考慮すると適していない。そこでカルマン

渦流量計の渦検出に「マイクロフローセンサ」を使用して

流速を計測する方法を採用し，東京ガス株式会社殿と共同

開発を行ったので報告する。

　実際に本製品が設置される地区整圧器の概要を説明す

る。

　都市ガスは船舶で海外から運ばれた液化天然ガスを工場

において気化し，高圧導管を経てガバナで中圧に減圧され

中圧導管に導かれる。図.1に示すように各家庭用のガスは

地区整圧器で中圧から低圧に減圧され低圧導管で供給され

ている。近年，ガスの安定供給や防災を目的として地区整

圧器での圧力，流量，地震センサなどの各情報を監視セン

タに送るデータ収集装置が設置されており，今回開発した

流量計はこの地区整圧器を流れるガス流量を常時監視する

ためのものである。流量は，ガスの消費が集中する時期，

時間とそうでない時の差が大きく，低流速から高流速まで

測定可能な流量計が要求される。また，設置される環境の

安全性を考慮して，防爆構造にする必要がある。

　これまで地区整圧器で使用されてきた流量計は，開度流

量計と呼ばれるガバナのバルブの開度を光電スイッチで検

出する方式と，絞り流量計と呼ばれる絞りで生じる差圧を

微差圧計で検出する方式が採用されていた。開度流量計は

安価であるが流量分解能が低い，現場での調整が難しいと

いう問題がある。また絞り流量計は高精度であるがレンジ

アビリティが狭く高価であるという欠点がある。
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速の２乗に比例することから，圧力センサで検出すると低

流速においては非常に微少な圧力を検出することが必要と

なる。仮に超微差圧センサが実現可能となったとしても衝

撃による振動や配管内の音波等ノイズ源の対策を考慮する

必要があり，低流速側の計測は難しいものとなる。

　一方，交番圧力によって生じる交番流れの流量Ｑはレイ

ノルズ数の低い領域においては下記に示す（2）式（ハー

ゲンポワズイユの法則）に従うと考えられる。

　　　Ｑ＝ΔＰπr4/８Ｌμ （2）

　ここで，ΔＰはバイパス流路両端に生ずる差圧であり，

ｒはバイパス流路の半径，Ｌはバイパス流路の長さ，μは

測定する流体の粘度である。また，この式より（3）式が

導かれる。

　　　ｖ＝Ｑ /π r2＝ΔP r2/ ８Ｌμ （3）

　これより，カルマン渦発生の現象に影響を与えない程度

にバイパス流路の直径を大きくすると「マイクロフローセ

ンサ」が検出する流速を高めることが可能となる。さらに

「マイクロフローセンサ」は秒速１mmと言う超微流速の

感度を持つため，カルマン渦式流量計の低流速側の測定範

囲を大幅に改善できることが予想された。

　次に「マイクロフローセンサ」を使用した場合の高流速

側の限界について考える。カルマン渦の発振周波数ｆは

（1）式に示すように測定しようとする流速ｖに比例し，渦

発生体の幅Ｄに反比例することがわかる。よって，測定可

能な最高の流速は渦発生体の幅Ｄと検出に使用するセンサ

の周波数応答（つまり，センサの応答スピード）で決定さ

れる。「マイクロフローセンサ」の応答スピードはセンシ

ング部分の面積が約0.2mm2と小さく，しかもセンシング

部分の厚さが１μｍと非常に薄いため流速の変化が高速

（周波数にして～１kHz）であっても応答を示すことを確

認している。このため，「マイクロフローセンサ」を用い

て渦発生体の形状を最適に設計すると非常に広範囲な測定

が可能であると予想された。

　このようなユーザーの課題に対し，カルマン渦発生体と

「マイクロフローセンサ」を組み合わせることで，レンジ

アビリティが広い，低価格な流量計を開発することができ

た。

また，高感度なセンサの特長を利用して耐圧防爆構造が実

現可能となった。

図 .1　地区整圧器

図 .2　カルマン渦検出方式

2． カルマン渦流量計

2.1　カルマン渦流量計の動作原理

　「マイクロフローセンサ」を用いたカルマン渦流量計の

動作原理について説明する。

　図.2に示すように流れの方向に対して渦発生体を垂直に

配置した場合，渦発生体の下流側に渦が交互に発生する。

この渦のことをカルマン渦と呼んでおり，渦発生の周波数

ｆと流速ｖは次式で表される。

　　　ｆ＝Ｓ t×ｖ /Ｄ （1）

　ここで，Ｓtはストローハル数と呼ばれるもので渦発生

体の形状によって変わる無次元数であり，Ｄは渦発生体の

幅である。

　「マイクロフローセンサ」は渦発生体の中のバイパス流

路に取り付けられ，カルマン渦によって生じる交番流れを

検出する。この交番流れはカルマン渦が発生することによ

り渦発生体に交番圧力がかかり生ずる。この交番圧力は流
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3．設計概要

3.1　仕様，構造

　外観を図.3に，製品構造概略図を図.4に製品仕様を表.1

に示す。

　本製品の特徴である広いレンジアビリティ，防爆構造を

実現した，渦発生体の形状，センサ部の防爆構造，回路，

信号処理について述べる。

図 .3　CMKの外観

図 .4　構造概略図

表 .1　CMK0800D製品仕様

3.2.1　渦発生体の形状

　カルマン渦は２次元流れでないと安定して形成されな

い。これは渦発生体各部の流速が異なると各部分の渦周波

数が異なってしまい渦がそろわなくなるためである。この

対策として渦発生体と管壁に絞りによる効果を利用してい

る。渦発生体の幅を大きくしていくと管壁に近い部分の流

体が絞られるため流速の上昇率が管中央付近より大きい。

このため渦発生体の長手方向の流速分布が均一化され擬似

的な２次元流れとなり安定したカルマン渦が形成される。

　一方，渦発生体はレイノルズ数が変化してもストローハ

ル数が変化しない断面形状が必要である。また，「マイク

ロフローセンサ」が取り付けてある渦発生体のバイパス流

路に交番流れが発生するようにバイパスの位置を決定する

必要がある。そこで図.5に示すような渦発生体の前面から

バイパス流路までの形状を３種類（平面，台形，三角）製

作し試験を行った。

図 .5　渦発生体の断面形状

 口径： 80A（管路内径 81mm）
取付方式： ウエハ取付（相手フランジ挟み込み方式）

防爆規格：
耐圧防爆構造 Ex II AT2
使用圧力80～ 110 kPaの範囲内のみ適合

測定流体： 13Aガス，空気（水蒸気は不可）
最高使用圧力： 0.99MPa
測定レンジ： 0～ 515Hz（流速 0～ 46 m/sec）
計測精度： 51～515Hz（流速 4.6～46 m/sec）において±10％RD
最小感度流速： 0.5 m/s（圧力　0.7MPaにて）
注 .1） 1.0 m/s（圧力　0.15MPaにて）
電源電圧範囲： DC 12,24V± 10％
アナログ出力： DC 4～ 20mA（負荷抵抗 300Ωmax）
許容周囲温度： －10～ 60℃
保存温度： －20～ 70℃
許容周囲温度： 90％RH  at  40℃
質量： 約５kg
注1.）　流速０m/sのときのアナログ出力値が１％以上増加する流速
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図 .6　形状による流量特性の違い

　各形状の流速と出力の試験結果を図.6に示す。平面形状

は他の形状より発振波形の振幅が大きく渦が安定して発生

している。これは渦発生体のエッジにより流れの剥離点が

安定していて，渦発生体の左右に生じる圧力差がセンサの

取り付いているバイパス流路に安定した交番流れを発生さ

せていると考えられる。低流速域においては管内流速

0.3m/sの極低流速域から発振が確認できた。このときのレ

イノルズ数（代表長さDを渦発生体の幅とする）を計算す

ると1100となり，従来のカルマン渦流量計では計測でき

ない低流量域での発振を計測できることになる。また，高

流速側は流速50m/s以上でも安定した発振を確認できた。

「マイクロフローセンサ」の応答性の限界に対して余裕を

残していることからさらに高流速域まで計測可能と考えら

れる。台形の渦発生体では低流速から高流速まで発振波形

が得られるが変曲点がある。これは，低流速では前部の

エッジで生じたカルマン渦を検出していたのが，高流速で

は後部の幅の広いエッジで生じたカルマン渦を検出したと

考えられる。三角の渦発生体では高流速で発振波形に乱れ

が生じた。そこで，低流量（0.3m/s）から高流速まで安定

した発振波形が得られる平面形状の渦発生体を選択した。

3.2.2　「マイクロフローセンサ」部の防爆構造

　本製品が設置されるガス供給設備である地区整圧器内は

防爆構造が必要である。そこで，図.7に示すように渦発生

体のバイパス流路に取り付けた「マイクロフローセンサ」

の両側に防爆構造規格を満たす奥行き寸法，および隙間寸

法を備えた安全隙間を設けることによって耐圧防爆構造を

実現した。防爆構造を満たす隙間をバイパス流路に設ける

と，渦発生体の両端に生じる差圧によりバイパス流路に生

じる交番流れは小さくなる。しかし，「マイクロフローセ

ンサ」は感度が高いため微小な交番流れを検出することが

でき，従来のカルマン渦流量計と比較してレンジアビリ

ティの優位性は確保できている。

図 .7　センサ部の防爆構造

3.2.3　メンテナンス性

　本製品は流量計本体を配管に取り付けたまま，渦発生体

の交換などの保守作業ができる。渦発生体の交換，再組付

けにより精度，再現性が維持できるように，渦発生体の流

路に対する取付け角度，渦発生体と管壁との接続部分の形

状，およびシール性を確保できる構造になっている。

3.2.4　信号処理

　「マイクロフローセンサ」入力から出力まで全てＨ／Ｗ

によって信号処理を行っている。これは，発生する渦の周

波数が流路径と渦発生体幅の寸法によって決定し，その周

波数のみを測定すれば流量換算が可能となるためで，複雑

な信号処理や演算が不要となる。また，流量を直接検出す

る方法に比べると「マイクロフローセンサ」や流路などの

個体差によるばらつきの影響が少なく，調整を簡潔に行う

ことが可能である。温度，流体圧力など環境が変化しても

特性への影響は少ない。

　信号の流れを図.8に示す。カルマン渦にて発生した交番

流れは「マイクロフローセンサ」により電気信号に変換さ

れる。ほぼ正弦波形である検出信号は，増幅して直流成分

を取り除いた後，変動している信号をコンパレータによっ

て矩形波に変換すると同時に，規定値以下の振幅はノイズ

として除去する。矩形波信号のエッジを検出して，周波数

－電圧変換，電圧－電流変換を行い，外部に4-20mA信号

でアナログ出力する。
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図 .8　信号処理の流れ

4．特性評価

4.1　最小感度流速

　最小感度流速とは流速が０m/sのときのアナログ出力値

４mAを基準出力値とし，基準出力値に対するアナログ出

力の増加率が基準出力値の１%（4.04mA）を超えたときの

流速としている。図.9は，実流速に対するアナログ出力の

増加率を図にしたものであり，一次圧力は0.15MPaで測定

を行った。

　また，このとき増幅されたセンサ信号をFFTアナライザ

で測定した波形は図 .10-1～図 .10-3である。

　一次圧力1.5MPaのときの最小感度流速は0.7m/s付近で

あり従来のカルマン渦流量計で不可能であった低流量域で

の流速検出が可能であることがわかる。

　センサの波形は流速0.3m/s付近から発振波形が得られ，

図.9から0.55m/sから出力の増加率が１%を超えているこ

とがわかる。

　カルマン渦式における「マイクロフローセンサ」の出力

感度は圧力が高いほうが高くなるため一次圧力が上がれば

さらに低流速の検出が可能である。

図 .9　最小感度流速

図 .10-1　流速0.3m/sの出力波形

図 .10-2　流速0.7m/sの出力波形

図 .10-3　流速1.0m/sの出力波形

4.2　発振周波数 /精度

　流速と渦発生周波数の測定をおこなった。

　このときの流速とは80Aの配管内（内径81mm）を流れ

る平均流速のことである。

流量測定の基準器はソニックノズル式流量計を使用し測定

流体は空気を使用した。

渦発生周波数の測定は，次頁の２通りの測定をおこなっ

た。
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1.センサの出力波形を測定するため，「マイクロフロー

センサ」の出力を直接取り出しFFTアナライザにより

周波数を測定した。結果を図 .11に示す。

図.11 中の基準線は流速０m/s（周波数０Hz）の点と

開発仕様である流速46m/s（周波数換算で515Hz）の

点を直線で結んだ線である。

2.製品としての精度を確認するため4-20mA出力を測定

した。測定値を流速に換算し基準器との器差を図.12

に示す。

　図 .11 より，一次圧力を0.15，0.7，0.9MPaに変化させ

た場合でも流速と発生周波数の関係がリニアであることが

わかる。

　また，センサの出力波形は低流速域である0.5m/s以下，

高流速域においても50m/s以上で発振しており，広い測定

範囲を持つことが確認された。

　製品の精度においても図.12 より，測定を行った全流速

域において±３%RDの器差範囲内であることが確認でき

た。

　このことにより開発仕様である±10%RDの規格値を十

分に満たしていると判断できる。

図 .11　発振周波数と流速の関係

図 .12　4-20mA出力から流速換算した場合の器差

4.3　実アプリケーションでの精度確認

　実際に使用される地区整圧器に設置し精度の確認を実施

した。

　実験は東京ガス株式会社殿の実験設備を使用させていた

だき試験流体は空気を使用した。

　実際の設置条件下においても± 10%RD の規格値に収

まっていることを確認することができた。

4.4　フィールドテスト

　フィールドテストを東京ガス株式会社殿管轄の地区整圧

器にて約６ヶ月間実施した。設置した中からフィールドテ

スト前後での特性差異について調査を行った結果，テスト

前後において，出力の差は±１%程度であり，良好な結果

が得られた。

5.　まとめ

　カルマン渦の検出に「マイクロフローセンサ」を用いる

ことで，その特長である高速応答性，小型を生かすことに

より低流速域のカルマン渦の発振が検出でき，従来のカル

マン渦流量計にない広いレンジアビリティを実現すること

ができた。従来の流量を直接検出する方法に加えてカルマ

ン渦を検出する方法を開発できたことにより，「マイクロ

フローセンサ」を利用した流量計測の可能性が広がった。
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