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汎用小型気体流量計（CMS，CMR）の
開発

　気体流量の計測・制御では様々な方式の流量計が製品化されているが，今日では速い応答性，広いレンジアビリティ，温度・

圧力補正を必要としない簡便な計測方式の流量計が求められている。こうしたなかで，「マイクロフローセンサ」を検出部に

用いた汎用気体流量計を開発したので，その特長，技術的内容について報告する。

Development of compact MASS FLOWMETERS (CMS and CMR)

In the gas flow measurement and control field, various types of flowmeters are being marketed.
Nevertheless, gas flowmeters using current methods of measurement do not suit the market requirements for quick response and a wide range
of measurement. Furthermore, those flowmeters require temperature/pressure compensation.
Given these circumstances, compact MASS FLOWMETERS were developed using a "Microflow sensor" as the flow velocity detector.
Here, the devices' features and technical details have been presented.

1．はじめに

　気体流量の計測・制御には，容積式，面積式，タービン

式，差圧式，超音波式などの様々な方式の流量計が製品化

されている。今日ではワイヤボンダ等の半導体製造装置や

産業用燃焼機器で窒素，空気，燃料ガスの流量の計測・制

御ニーズが高まり，速い応答性，広いレンジアビリティ，

温度・圧力補正を必要としない簡便な計測方式の流量計が

求められている。このような気体流量計測市場のニーズに

対し，当社で開発した「マイクロフローセンサ」チップを検

出部に採用した汎用の小型気体流量計を開発したので，その

特長，および技術的内容について報告する。

　なお，本稿では気体用マスフローメータCMSシリーズ

と電池駆動式マスフローメータCMRシリーズについて説

明する。

2． 概要

2.1 　気体用マスフローメータCMSシリーズ

　CMSシリーズは，一般産業ガスの瞬時流量・積算流量管

理を主目的として開発された気体用マスフローメータで，

浮子式流量計からの置き換えを可能とする簡便な操作性と

低価格を実現した製品である。計測レンジとして20／50

／200／1500L/minのラインアップがあり，瞬時流量値の

デジタル表示のほか，瞬時流量アナログ出力，積算演算表

示，パルス出力，接点出力，ガス種類変更などの多彩な機

能を標準装備しており，市場での様々な要望に応えること

ができる。図 .1はCMS0020の外観図である。　　
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図 .1　CMS0020外観図

　昨今，製造装置の高機能化・高速運転化に伴い品質の均

一化向上のためには厳密な流量管理が必要となってきてい

る。また，市場における多品種生産対応の要請から製造装

置につけられる１台の流量計に低流量から高流量までのワ

イドレンジ計測が必要となり，さらに複数種類のガスへの

対応が求められる場合もある。一方，平成11年４月の改

正省エネ法施行によって製造業では省エネルギー・省コス

トを目的として，装置毎の空気／ガス使用量の削減ニーズ

が高まってきている。

　従来気体流量計測に広く使われている浮子式流量計（フ

ロートメータ，パージメータ）は，電源供給が不要である

こと，取り扱いの簡便性，価格の点では優れているもの

の，①目視のため読み取り指示値にばらつきが生じる，②

単体では測定値を外部に出力することができない（電気出

力が必要な場合には高価な信号発信器が別途必要となる），

③同様に瞬時流量の上・下限警報を必要とする場合には

リード式，あるいは光電式の外部スイッチが別途必要とな

り結果としては高価となる，④体積流量を測定しているた

め，正確な測定を求める場合には温度・圧力補正の計算が

必要となる，⑤流量計の製作条件と使用条件とが異なる

（ガスの比重・温度・圧力）場合には指示値を換算しなお

す必要がある，などの欠点を持っている。

　これらの市場で顕在化してきた気体流量計測の課題を解

決するには，①高い計測精度・再現性，②測定目的に合わ

せた高い分解能をもつデジタル表示，③ガス種類変更機

能，④積算演算機能，を持ち，取扱いが簡便で低価格の気

体流量計が必要である。マスフローメータCMSシリーズ

はこれらの課題を解決できる気体流量計として開発され

た。

2.1.1　製品の特長

（1）製品の特長

　① 表示機能

デジタル表示にて瞬時流量／積算流量を表示し，ま

た流量異常の発生状況をLEDランプの点灯で表示す

る。

　② 高精度

従来のマスフローメータの精度が%FS（フルスケー

ルに対する誤差を表す）表記であったのに対し，CMS

では%RD（指示値に対する誤差を表す）表記を採用

した。図.2に示すとおり，%RD表記では%FS表記の

場合に比較し中・低流量域の指示値の誤差範囲が小

さくなり，実用上高い精度をもっている。

図 .2　読み値精度［%RD］とフルスケール精度［%FS］の精度比較

　③ 高分解能

0.1L/min（CMS0020,0050）の高分解能を実現したこ

とにより，高い再現性と相まって厳密な流量値の管

理が可能となる。

　④ 温度・圧力補正が不要な質量流量計測が可能。

　⑤ 積算機能

積算演算・表示機能，積算パルス出力機能，外部接点

による遠隔リセット機能を備える。また積算カウン

ト，積算パルス出力の単位は個別に任意に選択可能

となっている。生産コストに占める割合の大きい空

気・産業ガスの使用量管理，逆積算機能を用いたボン

ベの残量管理に適した機能である。

　⑥ ガス種類変更機能

標準で対応している空気／窒素，アルゴン，炭酸ガ

ス，酸素，都市ガス13A，メタン，プロパン，ブタン，

水素，ヘリウムの中から任意にガス種類を変更する

ことができる。（但し，樹脂モデルは空気／窒素，ア

ルゴン，炭酸ガスのみが選択可能。水素，ヘリウムは

水素モデルでのみ選択可能）また上記種類以外のガ

ス，および混合ガスには，オプションのガス種類設定

モデルにて対応を可能としている。
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2.2 　電池駆動式マスフローメータCMRシリーズ

　電池駆動式マスフローメータCMRシリーズは，「マイク

ロフローセンサ」の高速応答性，低消費電力の特長を活か

して設計された製品で，エアウォータ株式会社殿，東京ガ

ス株式会社殿，東京ガスケミカル株式会社殿と共同で開発

した医療ガス用積算流量計をベースにして産業用途に適合

させたものである。

　ヒータ熱を利用して気体の質量流量を計測する，いわゆ

る“熱式質量流量計”ではヒータ部の消費電力が大きく

なってしまうため電池駆動は実現が難しかった。しかし高

速応答で低消費電力の「マイクロフローセンサ」を間歇駆

動することで電池駆動方式の気体流量計を製品化した。電

池駆動により配線工事が不要となり設置場所を選ばないこ

とから，ガスボンベの出口流量（レギュレータの２次側）

の計測などの電源が供給できない場所，工場での空気配管

末端などの流量計設置台数が多く配線工事費用がかさむ場

合等に容易に設置することが可能となる。図.3にCMRの

外観図を示す。

　図 .3　CMR外観図　

2.2.1　製品の特長

①入手性の良いアルカリ単三乾電池２本で約１年間の使用

が可能。

②外部電源が不要で，かつ配管接続面間寸法がわずか

36mmと短いことから設置場所の自由度が高い。

③温度・圧力補正が不要な質量流量計測が可能。

④スイッチひとつの簡単操作にて，瞬時流量表示，積算流

量表示，積算時間表示が可能。

⑤電池寿命を長く保つために，流量が安定している状態で

は10秒間隔にて測定を行う「節電モード」に，流量を

細かく監視したい場合，ニードル弁等で流量を設定する

場合には１秒間隔にて測定を行う「流量設定モード」に

切り替えることが可能。

3．製品の仕様および構造

　CMSシリーズの製品仕様を表.1に，CMRシリーズの製

品仕様を表.2に示す。また，CMSの構造概略図を図.4（図

のモデルはCMS0020を表している）に，CMRの構造概略

部を図 .5に示す。　　　　　　　　　　　　　　　　　

図 .4　構造概略図

　CMSシリーズ／CMRシリーズ共に，製品は流路部分（流

量計測部分を含む）と電気回路部分（表示部を含む）から

構成されている。流量計測部には「マイクロフローセンサ」

を流路壁面に設置して流速を検出する。「マイクロフローセ

ンサ」からの信号はA/D変換され，マイコンによりリニア

ライズ処理を行う。

　その後CMS シリーズは瞬時流量／積算流量表示，0-

5VDCまたは4-20mAの瞬時流量値出力，および積算パルス

出力またはイベントの表示／出力をしている。

　CMRシリーズは瞬時流量／積算流量表示および積算時間

を計算して表示している。

　次頁以降に流路構造，整流方法，回路設計，調整方法を

記す。
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CMS20
20L/min
20℃、大気圧状態に換算した流量�
空気／窒素、アルゴン、炭酸ガス(CO2)
空気／窒素、アルゴン、炭酸ガス(CO2)、酸素、都市ガス13A(LNG)、�
メタン、プロパン、ブタン、水素、ヘリウム�

0.2≦x＜4:±0.2L/min�
4≦x≦20 :±5%RD

0.1L/min
PBT(ポリブチレンテレフタレート)、�
アルミダイキャスト�
SUS303

樹脂モデル�
SUSモデル�

樹脂モデル�

SUSモデル�

デジタル表示機能、アナログ出力機能、積算演算機能、パルス出力、�
接点出力(流量異常、積算カウントアップなど)、ガス種類変更機能、�
ガス種類設定機能(オプション)、アナログ出力スケーリング機能�

計測レンジ�
(空気／窒素の場合)
測定対象ガス�

計測精度�
xは計測流量を表す�
[L/min]
表示分解能�
接ガス部材質�

主な機能�

CMS50
50L/min

0.5≦x＜5:±0.5L/min�
5≦x≦50 :±5%RD

CMS200
200L/min

20≦x≦200:±5%RD

1L/min

CMS1500
1500L/min

150≦x≦1500:±5%RD

空気／窒素、アルゴン、�
炭酸ガス(CO2)

アルミニウム�
モデル�

5L/min

アルミニウム�アルミニウム�
モデル�

デジタル表示機能、�
アナログ出力機能、�
積算演算機能、�
アナログ出力スケーリング機能�

CMR20
20L/min
20℃、大気圧状態に換算した流量�
空気／窒素、アルゴン、炭酸ガス、�
溶接MAGガス(アルゴン＋炭酸ガス)
0.2≦x＜2 :±5%RD�
2≦x＜50  :±5%RD�
50≦x＜70:±10%RD

黄銅、ステンレス�

計測レンジ�
(空気／窒素の場合)
測定対象ガス�

計測精度�
xは計測流量を表す�
[L/min]

接ガス部材質�

CMR70
70L/min

0.2≦x＜2 :0.1L/min�
2≦x　      :0.5L/min

表示分解能�
xは計測流量を表す�
[L/min]

表 .1　CMSシリーズの主な製品仕様

表 .2　CMRシリーズの主な製品仕様

図 .5　CMRの構造概略
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4．CMSの流路設計

　流路は上流の整流部分と下流の流量計測部分から構成さ

れている。（図 .4）

　流路については，次のコンセプトに基づいて設計を行っ

ている。

（1）できるだけコンパクトにつくること。

（2）「マイクロフローセンサ」の特長（高感度および高

速応答性）を活用できる流路径にする。

（3）前配管の影響を受けないような整流部分を設ける。

（4）製品の圧力損失をできるだけおさえる。

　以下，流量計測部および整流部について記す。

4.1 　流量計測部

　「マイクロフローセンサ」は熱式流速検出素子であるた

め質量流速(流速×密度)を計測する。また，「マイクロフ

ローセンサ」は高感度（0.5cm/s以下の流速を検出可能）お

よび高速応答性（約２ms）の特長をもっている。流量検

出素子として「マイクロフローセンサ」を使用することで

高分解能であり，圧力損失の小さい流路設計（流路径を大

きくとることができる）が可能になった。これにより，低

差圧の流量ラインへの計装／設置も可能になった。

　一方，計装上およびコスト面から考えてセンサ取り付け

部の流路径をできるだけ小さくして，流量計全体をコンパ

クトな形状とする必要性がある。これを実現するために半

導体パッケージ技術を応用して小型ヘッダ上にセンサチッ

プを搭載し，検出部が流路に露出する構造を設計して要求

仕様に応えた。

4.2　整流部

　整流部の目的は流路内の流速分布を一様にすること，お

よび前配管の影響（偏流や旋回流）を極力排除してセンサ

チップ上の流れが再現性のよい状態にすることにある。一

般的には流量計の前配管は流路径の５倍以上の直管部が必

要であるが，CMSシリーズではユーザが配管しやすいよ

うに直管部を設けなくてよいような整流構造を開発目標に

した。

　整流の方法として，金網，整流格子（ハニカム），絞り

などがある。金網には流れ中に発生した渦を細かく砕く効

果と流速分布を一様にする効果がある。整流格子（ハニカ

ム）は流れの旋回成分を取り除き，直進性の高い流れにす

る効果がある。絞りは境界層（流体が粘性の影響を受け流

速が速度勾配をもつ範囲，一般に下流にいくほど発達して

いく）の発達を阻害して流速分布を一様に保つ効果があ

る。

　CMSシリーズでは，金網／整流格子／流路形状を組み

合わせて種々の実験検討を行った結果，以降に示す多段金

網整流構造によって目的とした整流効果と低い圧力損失，

および組み立てやすさを実現した。

1）整流部は，「金網」と「リング状のスペーサ」の組み合

わせという簡単な構成

2）金網の間隔，段数，目の粗さは実験により最適化

3）センサチップの上流側になめらかな絞りを配置

　また，簡易な整流部と平均流速の最適化によって，計測

流量最大値における製品の圧力損失は2kPa以下（ゲージ

圧50kPa時）を達成している

5．回路設計

　CMSシリーズの電気回路部は低価格／多機能を目標と

して開発した。

　電気回路部分について低コスト化をはかるため，回路部

品には特殊な部品の使用を避け，部品の種類／点数がなる

べく少なくなるように設計を行った。

　また，H/WおよびS/Wの協調により要求仕様の達成を

し，H/Wでの過度の精度追求は行わないようにした。

　調整の容易さや自動化に対応するため，機構部品（H/W）

による調整は行わない。

　以下に，回路各部分の設計について記す。

5.1　回路の構成

　回路構成の概略および信号の流れを図.6ブロック図に示

す。

　CMSでの流量測定はセンサから得られる流量信号をマ

イコン内部で処理して行っている。

　センサからの流量信号は，上流側温度センサRuと下流

側温度センサRdの間に発生する抵抗値の差として得られ

る。この流量信号を抵抗ブリッジ回路により電気信号に変

換し，オペアンプを用いた増幅回路にて信号を増幅した

後，ワンチップマイコンで信号を取り込む。

　ワンチップマイコン内部では信号をA/D変換し，補正や

リニアライズを行い流量データに変換する。流量データは

瞬時流量や積算流量として表示する一方で，瞬時流量デー

タをD/A変換して0-5VDCまたは4-20mAで出力される，

さらに，積算パルス出力やイベント出力が行われる。

　瞬時流量出力（0-5VDCまたは4-20mA出力）はワンチッ

プマイコンの高分解能PWM出力を使ってアナログ信号に

変換している。一方，積算パルス出力およびイベント出力

はトランジスタを使ったオープンコレクタ出力になってい

る。

　また，調整や補正のためのデータおよびセットアップ

データやパラメータデータはEEPROM（不揮発性メモリ）

に格納し電源切断後も保持される。　
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5.2　通信機能

　CMSシリーズは，変換器を介してパソコンのRS232C

ポートとの通信を可能とし，この通信によって調整と開発

における各種データの取り込みを行っている。また，調整

工程はすべて通信上で行えるので，調整検査の自動化にも

対応している。

6．調整

　CMSシリーズの仕様を満たす製品にするためには個別

の特性に合わせて調整する必要がある。CMSシリーズは

調整データをEEPROMに格納することで，個別調整をす

べてS/W上で行うことが可能となっている。調整工程で

は，回路部分の補正と流量特性の個別調整を行っている。

回路の補正は，入力回路のオフセット除去やアナログ出力

回路のゼロ・スパン調整などを行い，回路部分の精度を向

上させている。

　流量特性の調整では「マイクロフローセンサ」の非直線

性流量特性やセンサチップ個々の特性や組み立てによるバ

ラツキがあるため製品毎のリニアライズデータテーブルを

調整試験器にて作成し，EEPROMに格納している。リニ

アライズデータテーブルは流量特性を１次折れ線近似した

もので作成している。ただし，「マイクロフローセンサ」の

非直線性と製品の精度から非常に多くの近似ポイントが必

要なため，単純に調整データテーブルを作成しようとする

と，調整時間がかかり過ぎて生産性が悪くなってしまう。

そこで，CMSシリーズでは実験により得た標準リニアラ

イズカーブを調整試験器にあらかじめ持たせておき，標準

リニアライズカーブを製品毎に補正する方法をとることで

流量調整ポイントを減らしている。（図 .7）これにより生

産性を損なうことなく，製品の精度を維持することが可能

になっている。

7．CMRの構成と特性　

　　

7.1　製品の構成

　CMRは「マイクロフローセンサ」がとりつけられた流路

ブロックにアンプ，AD変換器を内蔵した専用ASICからな

る回路を組み付けたセンサユニット，LCDとスイッチ，制

御，演算を行うマイクロコンピュータを搭載した表示ユ

ニット，電池ボックスを固定したケースから構成される。

図 .6　回路構成概略および信号の流れ

図 .7　リニアライズカーブの補正
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表示ユニット内のスイッチングレギュレータにより電池電

圧を安定化して得られる定電圧にて回路は動作する。接続

部は従来よりあったガスバーナ，ボンベレギュレータ用の

フロート式流量計と全く同じ方式をとっている。計測流体

の入出口が下向きで二重の筒状になっており，首部分を袋

ナットでアダプタに固定する接続方式で非常にコンパクト

な面間になっている。　

7.2　流路構造と特性

　流路内部の構造を図.8に示す。計測流体は内側の入り口

から入り，入口側通路，入口チャンバー，整流部，「マイ

クロフローセンサ」が取り付けられている計測流路部，さ

らに出口チャンバー，出口側通路を通過し外側の出口から

出ていく。

　整流，計測流路部の構造はCMSと同様になっており，金

網，スペーサから構成された整流部から若干の距離をとっ

た流路壁面にセンサを取り付けている。センサ周辺での乱

れを少なくするためセンサ位置より後ろの流路は漏斗形状

にし，ノズルから出口チャンバーへと流体がスムーズに流

れ出るようにしている。また，入口，出口チャンバーは折

れ曲がった入口，出口側通路，接続アダプタの影響を減ら

す空間で，金網の整流効果が確実に作用するようにしてい

る。

　整流，計測流路部はスペース（流れ方向の長さ）がとれ

ないためCMSの標準流路設計に以下の変更を加えている。

①金網とスペーサの特殊な組み合わせ方により整流部を小

型化。

②壁面付近の流れを安定化する絞りはない。このためセン

サは壁面から若干離れた位置とし流路内径を大きめとし

ている。

　流路の内径を大きくし流速をおとすと低流速域での特性

が心配されるが，「マイクロフローセンサ」のヒータエレ

メントのオン・オフ時のセンサ出力の差を使う方式により

計測精度，分解能を確保した。また，センサ出力は高流速

域での乱れが多少あるが，これは２重積分方式のAD変換

回路のサンプリング時間を長めにとり安定化した。

　これらの変更によりCMSに比較して計測精度は全体と

してはCMSに比較しやや低いが，測定分解能は細かい調

整の要求される低流量側（～２L/min）は0.1L/min，それ

より上の２L/min～70L/minが0.5L/minとなり高分解能な

測定を可能とした。

図 .8　流路内部の構造　
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8．おわりに

　200L/min程度までの気体流量計は，装置の高機能化，高

速運転化，オペレーションの簡易化ニーズに伴い，より高

性能，高機能，取り扱い者を選ばない簡便な操作性が求め

られ，従来の浮子式流量計などからマスフローメータへの

移行が急激に進むものと考えられる。マスフローメータ

CMS，電池駆動式マスフローメータCMRは，高速応答・

高感度の「マイクロフローセンサ」，独自の整流技術，信

号処理系の高度なH/W，S/W技術を融合させることによ

り，従来製品では成し得なかった高性能・高機能・簡便な

操作性を実現し，市場ニーズの解決を可能とした。

　今後は，市場からの新たなニーズである，通信機能の搭

載，小型化，より安価な製品開発を進めていき，市場の要

求に応えていきたいと考えている。
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