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本望行雄の技術相談〔0２６〕・・・・ 

「デジタル流量表示計による流量の計測精度」 
≪≪≪≪技術相談.com――――――――――――――――はははは、、、、((((株株株株))))技術開発総合研究所技術開発総合研究所技術開発総合研究所技術開発総合研究所®のののの登録登録登録登録ドメインドメインドメインドメインですですですです≫≫≫≫ 

 

≪相相相 ≫容  
 

「ＭＤ―１０００Ｂ型流量表示計」等の“デジタル流量表示計”において、パルス入力に対する「瞬時流量」および「積

算流量」の表示精度は、どの様に成っているのか？ 
 

【日機装㈱ 技術部 設計第二グループ 鵜沢 秀夫 様】 

 

≪まえがき≫ 
 

「パルス入力―デジタル流量表示計」を用いて「瞬時流量」及び「積算流量」を計測する場合、お

問い合わせの「（１）デジタル流量表示計の計測精度」以外に、「（２）使用する流量センサーの計測分解能」、「（３）流量

センサーの作動状態」、「（４）計測時の流量挙動」、「（５）パルス計数方法｛❶周期演算方式(ゲート入力方式)／❷周波

数演算方式｝」、「（６）演算処理方法(移動平均処理)」等の要素が関係して参りますので、簡単且つ正確に答える事は困難

です。 

但し、ご質問の『（１）デジタル流量表示計の計測精度』についてのみ、単純回答する事は容易です。すなわち、「ＭＤ

－１０００Ｂ型表示計」の表示精度は「±０．０５(％)±１digit」と成っております。この性能は、市販のデジタル表

示計と同等で、表示計メーカーによる性能差はそれ程大きくないと推察します。なお、「±０．０５(％)±１digit」の意味

は、２つから成ります。 

すなわち、「±０．０５(％)」と言う、実際入力周波数に対する誤差としての「±０．０５(％)」と、スケーリング時の

表示に関わる「±１digit」の誤差から構成されます。「ＭＤ－１０００Ｂ型表示計」では「６桁表示」ですので、「１digit」

の意味は、最大表示値を“９９９９９９”とした場合は「±１／９９９９９９」の誤差に相当します。また、仮に、最大

表示値を“１０００”と指定(＝スケーリング)した場合でも、それに起因する誤差は「±１／１０００」ですので、実際

の流量計測では、その影響を考慮する必要はないと思います。 

すなわち、弊社の『出荷時の試験成績表』にも有ります様に、「１００(Hz)～１０００(Hz)」の間の表示誤差は「０」

で、出荷判定としては、「表示計の総合表示誤差≦±０．０５(％)｛＝出荷試験では、パルス計数、入力ゲート時間、単位換算の

３つを総合して検査｝」を基準に置いておりますので、ご使用の表示計」に何らかのトラブル(＝異状)が発生しない限り、実

計測で、「デジタル表示計の計測誤差が問題と成る」事は有りません。｛〔註〕≧１０００(Hz)の

領域も、同じ誤差性能です｝ 
 

パルス発信型流量センサーの「流量計測」において、 

実流量の計測精度に影響する因子には、大別して、「六つの因子」が挙げられる！！！ 

この因子の中で、「表示計｣そのものの基本性能が問題になる事は、有りません。 
 

≪使用する流量センサーの分解能と瞬時計測≫ 

  

 「瞬時流量」を、例えば、Ｑ(cm3/sec)、流量センサーの「計測分解能」をａ(cm3/sec/Hz)、無効流量(＝ター

ビン式流量センサーや歯車式容積流量センサーのように、回転部を有する場合は、その回転体が動き始める時の流量)をｂ(cm3/sec)、

その時の流量センサーからのパルス出力をＨ(Hz)とすると、「Ｑ(cm3/sec)」は次式で計測されます。 
 

Ｑ＝ａ＊Ｈ±ｂ・・・・・・・・・・・・（１） 
 

式中の「ａ」、「ｂ」は流量センサー固有の数値ですが、「Ｈ」をどの様にして計測するかが、精度上、大きな問題と成

ります。 

(株)技術開発総合研究所®の優秀性は、この単純な式（１）の中に、２つの世界初の基本計測の考えを「１９８８年」

に提案した事です。すなわち、「物を押して移動させる場合に、ある力以上の“力”」を加えて、初めて、物を移動させ
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る事が出来ます。すなわち、その臨界点に至るまで、“物体”は動きません。それと同様に、タービン式流量センサーでは、

ある流量を供給しないと、「インペラ」が回転しません。この“インペラが動き始めるための最小流量”が、“無効流量ｂ”

です。 

この「無効流量」と言う考えを、初めて、「流量センサー計測」に適用し、式（１）に示すように、「±ｂ」の物

理的な意味を有する補正項を入れました。当該流量センサーを用いて、中流量域から最大流量域付近で計測している場合

は、「±ｂ」の影響は無視出来ますが、＜少流量域～微少流量域＞では「±ｂ」の影響が大となり、計測誤差が大きくな

って来ます。このため、「Ｈ」計測だけで流量計測を行ないますと、「（５）パルス計数方法」との関係も有り、大きな誤

差を招きます。 

そして、問題は、「（３）流量センサーの作動状態」、すなわち、「±ｂ」等の安定性です。この変動が、例えば、ＦＳ(Full-acale)

の±１(％)であったとしても、計測流量域が、ＦＳ(Full-acale)の１０(％)領域で計測している場合は、単純に言えば、「１

×１００／１０＝１０(％)ＲＳ (Reading-scale)の誤差を招く事に成ります。  

このため、(株)技術開発総合研究所®では、「流量センサーの作動変動(インペラの１サイクルの回転変動)≦１(％)」を確

認しつつ、「±ｂ」項補正を行い、『総ての流量計測範囲』で、高精度計測が可能であるようにしております。 

さて、次の問題は、どのようにして式（１）の「Ｈ」を計測するか、すなわち、「（５）パルス計数方法｛❶周期演算

方式(ゲート入力方式)／❷周波数演算方式｝」が問題です。(株)技術開発総合研究所®と桃井産業(株)｛担当常務取締役

(当時)；早川日出雄 様｝が１９９２年に共同開発した「ＦＤ－１０３Ｓ型流量表示計｛＝現在は、生産中止｝」では、『❶

周期演算方式(ゲート入力方式)／❷周波数演算方式』を状況に合わせて、切替計測可能な機能を持たせておりました。 

「❶周期演算方式(ゲート入力方式)」とは、内部クロックで、サ

ンプリング・タイム(サンプリング・ゲート)を設定し、その間の「パルス数」

を計数して「Ｈ」を算出する方法です。「ＭＤ－１０００Ｂ型表示計」では、

０．１～１００．０秒までの１００ステップで、サンプルタイム内の平均値「Ｈ

(Hz)」を計測・表示します。この方式では、「サンプリング・ゲート間に入力

されるパルス数が多い（＝流量センサーの計測分解能が高い）程、計測精度が高

い特徴を有します。(株)技術開発総合研究所®が、写真１に示すような

高分解能インペラを開発し、世界最高の――超分解能流量センサーをユーザー

提供する理由の一つが、ここに有ります。 

 一方、「❷周波数演算方式」とは、パルス入力された時間ｔ(sec)

を計測して、「Ｈ＝１／ｔ(Hz)」を逐次算出・表示する方法で、パルス間隔が

長い（＝低分解能の流量センサー）場合に、有効な計数方法です。そして、流量

挙動の平滑化を図るために、複数サンプリングの平均処理化等を行う場合も有

ります。 

 このように、流量センサーから出力される「パルスの計数方法」

により、「デジタル流量表示計」の表示精度が大きく影響するため注意が必要です。 

次に問題と成るのは、「（２）使用する流量センサーの計測分解能」の問題です。この事は、上

述の「（５）パルス計数方法｛❶周期演算方式(ゲート入力方式)／❷周波数演算方式｝」とも関連します。 

例えば、「使用する流量センサーの計測分解能」を「ΔＱ(cm3/sec/Hz)」と仮定します。仮に、計測流量が「Ｑ(cm3/min)」

としますと、流量センサーから発生する「パルス周波数 H(Hz)」は次式で与えられます。 
 

  H＝(Ｑ／６０ΔＱ)・・・・・・・・・・・・（２） 
 

 (株)技術開発総合研究所®の“世界最高の超流量分解能”を有する「スワールインペラ®型タービン式流量セン

サー」の例で言えば、『ＳＩＬ－０．５ＰＬ２５ＴＰＬ(＝１(MPa)圧損で、０．５(litre/min)の流量特性)』型式では、凡そ、Δ

Ｑ＝１．８×１０－３(cm3/sec/Hz)ですので、 
 

――――――瞬時流量事例（１）｛(株)技術開発総合研究所の流量センサーの場合｝―――――― 
 

 ≪Ｑ＝ ２５(cm3/min)の場合≫ H＝(Ｑ／６０ΔＱ)＝ (２５／６０／１．８×１０－３)≒２３１(Hz) 

 ≪Ｑ＝ ５０(cm3/min)の場合≫ H＝(Ｑ／６０ΔＱ)＝ (５０／６０／１．８×１０－３)≒４６３(Hz) 

 ≪Ｑ＝１００(cm3/min)の場合≫ H＝(Ｑ／６０ΔＱ)＝(１００／６０／１．８×１０－３)≒９２６(Hz) 
 

と概算されます。すなわち、仮に、「（３）流量センサーの作動状態」や「（４）計測時の流量挙動」により、±１(Hz)の

流量センサー出力変動が有ったとしても、±０．４(％)｛＝１(Hz)×１００／２３１(Hz)｝～±０．１(％)｛＝１(Hz)×

１００／９２６(Hz)｝しか、表示値の変動を生じません。 

 一方、他社の「微少流量対応の――歯車式容積流量センサー」の例では、「最高分解能≒０．４(cm３/パルス)」ですの

 
写真１ チタン製放射状インペラ 

≪ＳＩＬ－０２０型流量センサー≫ 
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で、この場合の各計測流量での発生パルス周波数は、以下の関係のように概算されます。 
 

 

――――――瞬時流量事例（２）｛他社流量センサーの場合｝―――――― 
 

 ≪Ｑ＝ ２５(cm3/min)の場合≫ H＝(Ｑ／６０ΔＱ)＝ (２５／６０／０．４)≒１．０(Hz) 

 ≪Ｑ＝ ５０(cm3/min)の場合≫ H＝(Ｑ／６０ΔＱ)＝ (５０／６０／０．４)≒２．１(Hz) 

 ≪Ｑ＝１００(cm3/min)の場合≫ H＝(Ｑ／６０ΔＱ)＝(１００／６０／０．４)≒４．２(Hz) 
 

すなわち、計数されるパルス数が極端に少ないため、この事は、「（３）流量センサーの作動状態」や「（４）計測時の

流量挙動」により、±１(Hz)の流量センサー出力変動が有った場合、±１００(％)｛＝１(Hz)×１００／１(Hz)｝～±２

４(％)｛＝１(Hz)×１００／４．２(Hz)｝の、表示値変動を生じる事を意味しています。そして、この誤差は、「（５）パ

ルス計数方法｛❶周期演算方式(ゲート入力方式)／❷周波数演算方式｝」とも関係して来ます。 

なお、蛇足ですが、この例の「市販の微少流量センサー 歯車式容積型流量センサー」の「０．４(cm３/パルス)」は、

(株)技術開発総合研究所®が「(株)本田技術研究所」様に納品した「ＳＩＬ－０１２ＰＬ３６ＴＰＬ【標準計測流量範

囲０．１２～１２．４(litre/min)】」の計測分解能“３．２６×１０－２(cm3/sec/Hz)”よりも、凡そ１２倍も大きな分解能

（＝低分解能）で、単純に、デジタル表示計を用いて計測する事は、「計測精度」上、注意が必要です。 
 

「微少流量」を“高精度”且つ“瞬時計測”するには、 

    使用する流量センサーの＜計測分解能＞が重要！！ 

この「計測分解能」が低いと、「高精度・瞬時計測」が不可能！！ 
 

≪低計測分解能流量センサーと瞬時流量計測≫ 

 

 (株)技術開発総合研究所®では、世界最高の――“超流量分解能”を有する「スワールインペラ®型タービン式流

量センサー」を有してさえ、(ⅰ)他社の流量センサーへの適用と、(ⅱ)計測パルス周波数に関わらず、高精度計測を保証

するため、「ＦＤ－１０３Ｓ型流量表示計｛＝現在は、生産中止｝」に代表されるように、約１８年前から、①一般的な

「周期演算方式(ゲート入力方式)」の他に、②「周波数演算方式」の２つの計測方法が選択可能な表示計を提供して来ま

した。 

 上記の『事例（２）』の場合、「１秒」のサンプリング・ゲートの場合、一例を示したように、Ｑ＝２５(cm3/min)

～１００(cm3/min)の領域では「±１００(％)ＲＳ～±２４(％)ＲＳ」の誤差を招く恐れがある事が分かります。 

このため、このような「低計測分解能」の流量センサーを使用して表示精度を向上させるには、サンプリング・ゲート

を大きくする事が必要です。すなわち、「６０秒」のサンプリング・ゲートの場合は、Ｑ＝２５(cm3/min)～１００

(cm3/min)の領域では「±１．７(％)ＲＳ～±０．２４(％)ＲＳ」の小さな誤差に成ります。但し、「流量値」が確定する

までの「６０秒」間は、流量の調整を行なう事が出来ません。別な意味で言えば、表示流量は「６０秒」間の平均値を示

していますので、瞬時の流量計測を犠牲にしている事に成ります。しかも、大きな問題は、この計測法は、「（３）流量セ

ンサーの作動状態」や「（４）計測時の流量挙動」が安定している場合｛＝定常状態｝を想定しておりますので、「（３）

あるいは（４）」によるイレギュラー(＝不規則な)流量変動が有りますと、「意味不明な流量変動」として表示されますの

で、この点でも、注意が必要です。 

因みに、(株)技術開発総合研究所®の流量センサーの出荷試験では、「（３）流量センサーの作動状態」評価を行ない、

「パルス周波数変動≦１(％)」を出荷基準としております。 

 このように「パルス周波数が少ない状態(パルス周波数の小さい流量センサー)」での計測精度劣化を防ぐ方法が、「②周

波数演算方式」です。この方法は、「２つのパルスの周波数演算」を行なう考えで、「周期演算方式(ゲート入力方

式)」のような“パルス欠け”を生じません。但し、「（３）流量センサーの作動状態」や「（４）計測時の流量挙動」の影

響を強く表示する傾向が有るため、「（６）演算処理方法(移動平均処理)」を行って、表示値の平滑処理を施す必要が有り

ます。 

但し、この「周波数演算方式」は、「パルス周波数が大きくなる」と、逆に、時間分解能に起因する誤差が大と成る特性

を有するため、上述の「ＦＤ－１０３Ｓ型表示計」では、入力周波数の計測領域に対応して、選択計測が可能な構成と

していた訳です。但し、ご質問の「ＭＤ－１０００Ｂ型表示計」には、この機能を装備しておりません。その理由は、

(株)技術開発総合研究所®では、世界最高の――「超分解能流量センサー」を提供可能に成ったため、デジタル表示計

にその機能を装備する意義を喪失した事によります。因みに、市販の「流量表示計」で、このような２つの計測法を装備

したデジタル表示計は無いように思います？ ≪〔註〕単純な「パルス周波数計測用――デジタル表示計」には、このような機
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能を有しているものが有ります≫ 
 

≪積算流量計測について≫ 

積算流量計測は≪周期演算方式(ゲート入力方式)≫と同義です。すなわち、一つの機能で言えば、ＳＴＡＲＴ

からＳＴＯＰ信号までの入力パルスを「ゲート間の積算」を行なうため、計測時間を長くする事により、流量センサーの

計測分解能の“重み”を軽減する事が可能です。 

すなわち、積算流量∑Ｑ(cm3)は、比例常数をα(cm3/パルス)、積算時間Δt (sec)内の総パルスをＰ(パルス)、無効流

量をｂ(cm3/sec)としますと、次式で計測されます。 
 

 ∑Ｑ＝α＊Ｐ±∫ｂ・・・・・・・・・・・・（３） 
 

 (株)技術開発総合研究所®では、「積算流量」計測の場合でも、「無効流量ｂ」を考慮して、計測精度の向上を期して

おりますが、ここでは、「比例常数をα(cm3/パルス)」の影響を見るために、これを無視して比較してみましょう。 

前掲の『ＳＩＬ－０．５ＰＬ２５ＴＰＬ(＝１(MPa)圧損で、０．５(litre/min)の流量特性)』型式では、凡そ、α＝１．８×１

０－３(cm3/パルス)ですので、 
 

――――――積算流量事例（３）｛(株)技術開発総合研究所の流量センサーの場合｝―――――― 
 

 ≪∑Ｑ＝  １０(cm3)の場合≫ Ｐ＝(∑Ｑ／α)＝  (１０／１．８×１０－３)≒  ５，５５５(パルス) 

 ≪∑Ｑ＝ １００(cm3)の場合≫ Ｐ＝(∑Ｑ／α)＝ (１００／１．８×１０－３)≒ ５５，５５５(パルス) 

 ≪∑Ｑ＝１０００(cm3)の場合≫ Ｐ＝(∑Ｑ／α)＝(１０００／１．８×１０－３)≒５５５，５５５(パルス) 
 

と概算されます。 

 一方、他社の「微少流量対応の――歯車式容積流量センサー」の例では、「最高分解能≒０．４(cm３/パルス)」ですの

で、 
 

――――――積算流量事例（４）｛他社流量センサーの場合｝―――――― 
 

 ≪∑Ｑ＝  １０(cm3)の場合≫ Ｐ＝(∑Ｑ／α)＝  (１０／０．４)≒   ２５(パルス) 

 ≪∑Ｑ＝ １００(cm3)の場合≫ Ｐ＝(∑Ｑ／α)＝ (１００／０．４)≒  ２５０(パルス) 

 ≪∑Ｑ＝１０００(cm3)の場合≫ Ｐ＝(∑Ｑ／α)＝(１０００／０．４)≒２，５００(パルス) 
 

と概算されます。(株)技術開発総合研究所®の超分解能流量センサーでは、「積算流量」の如何に関わらず、超高精度

の「積算流量」計測が約束されますが、他社の「微少流量対応の――歯車式容積流量センサー」による「少流量積

算」は誤差が大きいため、注意が必要です。但し、一般的に、「少流量積算」の用途が少ないため、「①積算時間を長く

する」、「②指定積算流量を大きくする」等の使用方法を適切に行う事により、計測精度の維持を図る事が可能です。 

 

「積算流量」計測は、一種の「周期演算方式」のため、 

＜積算時間を長くする＞以外に、＜指定積算流量を大きくする＞ことにより、 

低分解能流量センサーの欠点を補う事が可能である。 
 

≪流量センサーの作動状態について≫ 

参考に、表１にも示すごとく、「微少流量センサー」にも各種形式が有り、それぞれ特性が異なるため、一義的な比

較は困難です。このため、(株)技術開発総合研究所®の「タービン式流量センサー」のように、“稼動部を有する流量セ

ンサー”の作動状態が、「瞬時流量計測」や「積算流量計測」精度に及ぼす影響について、簡単に触れて置きます。 

長期計測に使用される流量センサーには、様々な経時変化が予測されます。すなわち、「タービン式流量センサー」や「歯

車式流量センサー」は、回転部を有するため、①流体中の微細な異物影響、②流体(膨潤、腐食、変性)、計測環境(圧力、

温度)による稼動部変形や間隙変化、③長期使用による「流量センサー」自体の摩滅部から生じる微粉末の影響、④流

量センサー個体差による回転摩擦力変動・・・・等々の「流量センサー作動」に影響する多くの影響因子が有ります。 

(株)技術開発総合研究所®の「スワールインペラ®型タービン式流量センサー」の場合、「②」に関しては、基

本材質として、「ＳＵＳ３１６、チタン、ハステロイＣ、ガラス(オプティカル・ファイバー)」等の耐食性・経時変化なし

の材料を使用することにより、その影響を排除しております。また、「③」に関しては、摩滅時に微粉末を発生しない「ハ

ステロイＣ」を回転部に使用して、その影響を排除しております。そして、「①」や「④」の影響を最小にするために、
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回転部の接触面積が極めて小さな“針状軸”構造とさせております。しかも、「スワールインペラ®型タービン式

流量センサー」では、写真２に示すごとく、１２個の対抗する計量ジェットにより、流れ方向と９０度の面を成す

“平板渦流”を生成させて、「インペラ(回転体)」を渦流の中に浮上させて回転させているため、『回転時の摺動接触面積

が極めて小さい』特徴を有します。 

すなわち、上記の「①～④」に至る経時変化は、極めて小さい特徴を有します。この結果、(株)技術開発総合研究

所®の「スワールインペラ®型タービン式流量センサー」は、「超計測分解能」とも相俟って、「デジタル表示計」で

の計測精度が極めて高い特性を有します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、「歯車式容積流量センサー｛(株)技術開発総合研究所®開発の、ダブル・スパイラルギヤーを用いた“ギヤ

ーフロー型流量センサー”等｝」は、容積流量を計測するには、“極めて優れた流量センサー”ですが、❶歯車を構成する両

サイド壁、❷歯車の歯先での接触回転・・・等々、三箇所の広い接触部分を有します。しかも、この間隙はその計測性

能に大きな影響を与える｛＝高粘度流体では大きな問題は無いが、低粘度流体では、間隙が大きいと、無効流量が大と成る｝ため、

間隙を最小に設定する必要が有り、微粉末で回転がロックし易い欠点を有します。 

また、「流量センサー」の構成材料が“樹脂材料”の場合、ある特殊な材料で無い限り、長期の寸法安定性に欠ける欠点

を有します｛＝本来、樹脂のカタログ性能上、例えば、ＰＰＳ樹脂は“水”に対して問題ない筈であるが、吸湿の結果か、材料変形す

る事を経験した｝。このような「突発的な作動不良」は、「（５）パルス計数方法｛周期演算方式(ゲート入力方式)／周波数演

算方式｝」とも相俟って、大きな計測変動を招く恐れが大きいため、殊に、長期使用に際して充分な注意が必要です。 
 

「稼動部を有する流量センサー」の場合、 

計測精度に直結する、「流量センサーの長期安定性」に細心の注意を払う事！！ 

殊に、「回転接触部位が多く、面積の大きい―――歯車式容積流量センサー」の場合は、 

その管理に充分な注意を払う事が重要です！！ 

 

【文責；㈱技術開発総合研究所® 本望 行雄】 

(２００６年０７月２５日記述) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真２ スワール・ハウジングとインペラ 

インペラ 

アウター・ハウジング

スワール・ハウジング

スワール・ハウジング

インペラ 

平板渦流を生成する、 

精密な、 

「１２個の計量ジェット」！！ 
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≪参考資料≫↓↓↓↓ 
 

表１ 各種の流量センサー 
 名 称 計 測 原 理 

① 絞り流量センサー 流路内に設けた“絞り（＝オリフィス、ベンチュリー）”前後の圧力差により計測する 

② 層流式流量センサー 多数の細管流路で発生する“２点間の粘性による圧力低下”により計測する 

③ 動圧式流量センサー 流体の速度エネルギーによる“動圧”により計測する 

④ タービン式流量センサー 流体の噴出速度で、回転体（＝インペラ）を回転させて計測する 

⑤ 容積式流量センサー 歯車やピストン等の“回転容器”を用いて計測する 

⑥ カルマン渦式流量センサー 流路内に配置された“物体”下部に発生する「カルマン渦周波数」で計測する 

⑦ コリオリ式流量センサー 地球自転の影響により発生する“コリオリの力”による周波数差で計測する 

⑧ 熱式流量センサー 流路に配置された“発熱体”の流体への熱吸収により計測する 

⑨ 超音波式流量センサー 流体に超音波を放射し、ドップラー効果等を利用して計測する 

⑩ 電磁式流量センサー 流体に磁界を与え、導電性流体の流れにより発生する電圧を計測する 
 

〔註―１回転のパルス数〕 

市販の「タービン式流量センサー」の多くは、飛行機が推力を産む“プロペラ”を基本に設計されております。この形

式では、“扇風機の羽”のように、羽の数（＝１回転当たりのパルス数）を増加させる事には限界が有ります。すなわち、

“扇風機の羽”に見られるように、羽枚数の増加は流路を塞ぎ、圧損を増加させるため、精々、４～６(パルス/回転)が限界

でした。しかも、液体中では“光の減衰”が有るため、「１回転当たりのパルス数」の増加は、インペラの反射面積の減

少と同義のため、この面でも難しい事でした。「((((株株株株))))技術開発総合研究所技術開発総合研究所技術開発総合研究所技術開発総合研究所」では、自動感度検出方式の「ＰＣ―０１０V 型

パルス・コンバーター」を開発すると共に、「チタン製インペラ」の鏡面処理により、「１８(パルス/回転)／外径φ８～７２

(パルス/回転)／外径φ３０」の超分解能を実現しました。 

〔註―超高回転〕 

市販の「タービン式流量センサー」の多くは、流量の増加により、「インペラ」に負荷される「スラスト力」は、流量

センサーの二乗で増加します。しかし、「スワールインペラ®型流量センサー」では、原理的に「スラスト力」が発生しま

せん。極端な表現で言えば、「インペラ」は、平板渦の中に、浮かんでいるような状態です。この事が、２０，０００(rpm)

を越える超高速回転での流量計測を可能としています。そして、３０，０００(rpm)でのオーバー流量計測でも、流量セン

サーが損傷する事は有りません｛〔註〕摩擦が有れば、必ず、磨耗は生じます。このような磨耗を解消するために、現在も、最適な

材質の適用研究を行なっております｝。 

 


