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(57)【要約】
【課題】均一又は不均一な流体組成、速度、及び温度の
プロフィールを有する導管内の流体組成及び質量流量の
リアルタイムで正確な測定値を取得するためのサンプリ
ング方法及び装置を提供する。
【解決手段】少なくとも１つのサンプリングノズル又は
サンプル孔を有する流体のための導管で使用されるサン
プリング装置及び方法。収集されたサンプルは、マニホ
ルドに導かれ、そこで分析が行われ流量が測定される。
採取された流体は、導管に戻される。静圧制御システム
は、真空ポンプ又は他の装置を使用してサンプルノズル
収集マニホルドの静圧と導管の静圧とを等しくし、質量
速度及び面積加重平均流体組成及び質量流量を達成する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　均一又は不均一な組成、速度、及び温度のプロフィールを有する導管内の流体及び粒子
状物質組成及び流量を測定するためのサンプリング装置であって、
　内部に静圧が存在する導管の壁上に取り付けられた少なくとも１つのプローブを有し、
少なくとも１つのノズルが、該少なくとも１つのプローブ上に取り付けられて該少なくと
も１つのプローブから外側に延びているサンプリングループ、
　を含み、
　前記少なくとも１つのサンプリングノズルは、流れに対向する方向に前記導管内で配向
され、該導管内の前記静圧は、サンプルを前記少なくとも１つのノズルを通じて該少なく
とも１つのサンプリングノズルに接続したサンプル収集マニホルド内に強制送入し、該サ
ンプル収集マニホルド内には、静圧が存在し、
　前記サンプル収集マニホルド内の前記静圧を前記導管内の前記静圧と等しくなるように
調節する手段と、
　前記サンプル収集マニホルドに接続された組成測定チャンバ、及びサンプルが各望まし
い成分について分析され、それによって前記導管内の流れを代表する流体組成がもたらさ
れる、該組成測定チャンバに接続された流体組成アナライザと、
　前記組成測定チャンバに接続され、該組成測定チャンバ内の流量が測定される質量流量
計と、
　を更に含み、
　前記質量流量計は、更に、前記流量に各望ましい成分に関する前記流体組成を乗じた積
が質量速度加重流体組成をもたらすように、静圧ポートを通じて前記導管に接続されてい
る、
　ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記望ましい成分は、酸素であることを特徴とする請求項１に記載のサンプリング装置
。
【請求項３】
　前記望ましい成分は、一酸化炭素であることを特徴とする請求項１に記載のサンプリン
グ装置。
【請求項４】
　粒子状物質を除去するために前記サンプル収集マニホルドに配置され、前記少なくとも
１つのサンプリングノズル、該サンプル収集マニホルド、及び質量流量トランスミッタを
清浄化し、かつ該粒子状物質を前記静圧ポートを通じて記導管内に放出する自動清浄シス
テムを更に有することを特徴とする請求項１に記載のサンプリング装置。
【請求項５】
　前記望ましい成分は、「米国環境保護局」によって特定された流体汚染物質から選択さ
れた流体汚染物質であることを特徴とする請求項１に記載のサンプリング装置。
【請求項６】
　前記サンプル収集マニホルド内の前記圧力を調節する前記手段は、真空ポンプ、噴流排
出器、ファン、及び送風機から成る群から選択されることを特徴とする請求項１に記載の
サンプリング装置。
【請求項７】
　エーロゾル／粒子アナライザ及び粒子状物質フィルタが、前記組成測定チャンバと前記
組成測定チャンバの間に接続され、エーロゾル及び粒子を分析することができ、粒子状物
質を前記サンプリングループから除去することができることを特徴とする請求項１に記載
のサンプリング装置。
【請求項８】
　不均一な組成、速度、及び温度のプロフィールを有する導管内の流体組成及び流量を測
定するためのサンプリング装置であって、



(3) JP 2008-544281 A 2008.12.4

10

20

30

40

50

　各サンプリングノズルがサンプル収集マニホルドに連通した導管の断面積にわたって配
置された複数のサンプリングノズルと、
　前記サンプル収集マニホルドに連通した圧力調節手段、及び該サンプル収集マニホルド
に接続した組成測定チャンバと、
　前記組成測定チャンバに接続したガスアナライザと、
　前記サンプル収集マニホルドに接続された流量を測定するための手段と、
　を含み、
　前記導管からの流体が、前記サンプリングノズルに収集されて前記サンプル収集マニホ
ルド内に導かれ、該サンプル収集マニホルド内の前記静圧が、該導管内の前記静圧と等し
くなるように調節され、前記組成測定チャンバ内の前記流体は、組成及び流量に関して分
析される、
　ことを特徴とする装置。
【請求項９】
　前記複数のノズルは、前記少なくとも１つのサンプリングプローブ上に取り付けられ、
各ノズルは、該少なくとも１つのプローブから外側に前記導管内の対向流体の中に延びて
いることを特徴とする請求項８に記載のサンプリング装置。
【請求項１０】
　各ノズルが、直径を有し、該ノズルは、前記少なくとも１つのプローブから該ノズルの
該直径の１から２倍の長さだけ外側に延びていることを特徴とする請求項８に記載のサン
プリング装置。
【請求項１１】
　前記圧力調節手段は、真空の供給源であることを特徴とする請求項８に記載のサンプリ
ング装置。
【請求項１２】
　前記圧力調節手段は、ファンであることを特徴とする請求項８に記載のサンプリング装
置。
【請求項１３】
　前記圧力調節手段は、排出装置であることを特徴とする請求項８に記載のサンプリング
装置。
【請求項１４】
　制御手段が、前記圧力調節手段に接続されていることを特徴とする請求項８に記載のサ
ンプリング装置。
【請求項１５】
　流体組成、速度、及び温度のプロフィールを有する導管内を流れる流体のサンプルを採
取する方法であって、
　導管に取り付けられた少なくとも１つのプローブを準備する段階と、
　前記少なくとも１つのプローブ上に取り付けられ、該プローブから外側に延びる少なく
とも１つのサンプリングノズルを準備する段階と、
　前記少なくとも１つのサンプリングノズルをサンプリングポイントで流れに対向して前
記導管に配置し、それによって該サンプリングポイントでの該導管内の質量速度に１次比
例して質量速度を有する流体の流れを該少なくとも１つのサンプリングノズル内に発生さ
せる段階と、
　ある一定の静圧にある前記導管内の前記流体と同じガス組成特性を有するある一定の静
圧でのサンプル流れが形成されるサンプル収集マニホルド内に前記流体の流れを導く段階
と、
　前記サンプル収集マニホルド内の前記静圧を前記導管内の前記静圧と等しくなるように
調節する段階と、
　前記サンプル収集マニホルドから前記流体の流れを組成測定チャンバ内に導く段階と、
　前記組成測定チャンバ内の前記流体の組成をガスアナライザを用いて測定する段階と、
　前記組成測定チャンバ内の前記流体の流量を質量流量計を用いて測定する段階と、
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　前記流体計からの前記流体を静圧ポイントを通じて前記導管内に戻すように誘導する段
階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　フィルタを準備し、該フィルタを前記サンプリングノズルと前記サンプリング収集マニ
ホルドの間に接続する段階と、
　前記導管内の前記静圧を測定する段階と、
　前記サンプリング収集マニホルド内の前記静圧を測定する段階と、
　流量制御回路及び制御弁を準備する段階と、
　前記導管内の前記静圧と前記サンプリング収集マニホルド内の前記静圧の間にゼロ差が
得られるように該サンプル収集マニホルド内の該静圧を調節する段階と、
　を更に含むことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　次式：

によって表され、式中、ＰSA1は、第１のノズルの導管圧力であり、ＰSA2は、第２のノズ
ルの導管圧力であり、ρＶA1は、該第１のノズルでの導管質量速度であり、ρＶA2は、該
第２のノズルでの導管質量速度であり、ｇCは、重力定数であり、ＣDは、抗力係数である
ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　均一又は不均一な組成、速度、及び温度のプロフィールを有する導管内の流体及び粒子
状物質組成及び流量を測定するためのサンプリング装置であって、
　導管の壁上に取り付けられた少なくとも１つのプローブを有し、少なくとも１つの孔が
該少なくとも１つのプローブに形成されたサンプリングループ、
　を含み、
　前記少なくとも１つの孔は、流れに対向して前記導管内に配向され、該導管内の圧力が
、サンプルを該少なくとも１つの孔に接続したサンプル収集マニホルド内に該少なくとも
１つの孔を通じて強制送入し、
　前記導管に第１の静圧、及び前記サンプル収集マニホルドに第２の静圧が存在し、
　前記サンプル収集マニホルド内の前記静圧を前記導管内の前記静圧と等しくなるように
調節する手段と、
　前記サンプル収集マニホルドに接続された組成測定チャンバ、及びサンプルが各望まし
い成分について分析され、それによって前記導管内の流れを代表する流体組成がもたらさ
れる、該組成測定チャンバに接続された流体組成アナライザと、
　前記組成測定チャンバに接続され、該組成測定チャンバ内の流量が測定される質量流量
計と、
　を更に含み、
　前記質量流量計は、更に、前記流量に各望ましい成分に関する前記流体組成を乗じた積
が質量速度加重流体組成をもたらすように、静圧ポートを通じて前記導管に接続されてい
る、
　ことを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、均一又は不均一な流体組成、速度、及び温度のプロフィールを有する導管内
の流体組成及び質量流量のリアルタイムで正確な測定値を取得するためのサンプリング方
法及び装置である。本発明は、ガス、エーロゾル、粒子状物質、液体、及びその組合せを
含む全ての流体のサンプリングを含む。
【背景技術】
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【０００２】
　均一又は不均一なガス速度、組成、温度のプロフィール、渦流、及び乱流を有する導管
内の処理におけるエーロゾル及びガスのリアルタイムで正確な測定値を取得する問題は、
公知のものである。未知の特性の導管内に一点ガスサンプリングプローブを単に挿入する
ことは、導管内の流れ場全体の代表ではない１つの位置での流体組成を採取するに過ぎな
い。例えば、大型の石炭火力ボイラーのような燃焼用途において、最も大きい誤差は、５
倍ほど容易に変化する可能性がある速度と、３倍ほど変化する組成と、５０％ほど変化す
る温度とに一般的に起因するものである。この例においては、過剰酸素及び一酸化炭素の
測定値は、燃焼を制御してプラント効率を改善するために不可欠なパラメータである。全
ての処理からの粒子状物質の排出の測定は、公害防止のために非常に重要である。本発明
は、粒子状物質を測定するためにも同様に使用することができる。
【０００３】
　本出願人は、導管を流れる流体のサンプリング及び測定に関する以下の参考文献を承知
している。
【０００４】

【０００５】
　Ｒｕｓｓｅｌ他は、加熱チャンバ内にガス状燃料が導入される前に分析するための装置
を開示している。サンプルが収集され、制御された条件の下で燃焼される。この燃焼生成
物が分析される。
　Ｃａｒｂｏｎｅは、導管の断面積にわたる導管通過流の測定を開示している。衝撃圧と
静圧の間の平均全体差が、測定機構及び記録計量機構を作動させる。
　Ｃａｐｏｎｅは、爆発性混合物の分析のためのガス分析器を開示している。補正ループ
流回路が、ガス検知素子を通過するサンプルを共通の入口－出口チャンバに戻すために使
用される。
【０００６】
　Ｇｒｏｂｅｒｇは、導管内の差圧及び容積流量を測定するための装置を開示している。
圧力を検知するための一連のポートを有するパイプループが提供される。
　Ｄｉｍｅｆｆは、空気流中に制限オリフィスを設けて圧力降下を測定して流量を判断す
る空気流量測定装置を開示している。
　Ｍａｙｌｏｔｔｅ他は、ガス流の選択された特性を測定するための無線センサアセンブ
リを開示している。
【０００７】
　Ｂｕｓｃｈは、流動するガス混合物内のガス状成分を測定するためのシステムを開示し
ている。流れ内の混合装置が、ガス混合物をそれが個々のガス成分を検知するセンサによ
って検知される前に均一化する。
　Ｓｔａｐｈａｎｏｅｓ他は、燃焼排出流内のガス成分の濃度を測定するための燃焼ガス
分析器を開示している。
　Ｏｒｉｅｓｋｉｅ他は、自己平均オリフィス板を有する処理流量装置を開示している。
容積流量が、差圧処理によって測定される。
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【０００８】
　これらの参考文献のどれも、導管流体の流量及び組成を導管内の流体の同じ特性を有す
る流体の小サンプル流れから分析することができるマニホルド内に流体サンプル流れを導
く１つ又はそれよりも多くのサンプリングノズルを使用する方法を開示せず、又は各サン
プル流れが、互いに独立して収集され、かつプローブ内の各ノズル又は孔での流体組成と
導管質量流量との積を表すサンプルを収集する方法も開示しない。
【０００９】
【特許文献１】米国特許第２，５２３，７２１号
【特許文献２】米国特許第２，６１４，４２３号
【特許文献３】米国特許第４，１１５，２２９号
【特許文献４】米国特許第４，２９０，３１５号
【特許文献５】米国特許第６，１６４，１４２号
【特許文献６】米国特許第６，６４２，７２０号
【特許文献７】米国特許第６，８４３，１０４号
【特許文献８】米国特許第６，８６２，９１５号
【特許文献９】米国特許第２００３／０１８，５８６号
【発明の開示】
【００１０】
　本発明の目的は、導管内の流体組成及び導管内の質量流量の測定のための多点式自己平
均質量速度及び流れ面積加重サンプリング方法を提供することである。
　本発明の教示に従って均一又は不均一な組成、速度、及び温度のプロフィールを有する
導管内の流体及び粒子状物質組成及び流量を測定するためのサンプリング装置を開示する
。サンプリング装置は、導管の壁に取り付けられた少なくとも１つのプローブを有するサ
ンプリングループを有し、少なくとも１つのノズルがこの少なくとも１つのプローブ上に
取り付けられ、かつそのノズルは、この少なくとも１つのプローブから外側に延びている
。少なくとも１つのサンプリングノズルが、導管内部に流れに面して方向付けられ、導管
内の圧力が、その少なくとも１つのサンプリングノズルに接続したサンプル収集マニホル
ド内にこの少なくとも１つのノズルを通過してサンプルを強制送入する。サンプル収集マ
ニホルド内の静圧が導管内の静圧に等しくなるように調節するための手段が提供される。
組成測定チャンバが、サンプル収集マニホルドに接続される。流体組成アナライザが組成
測定チャンバに接続され、サンプルが各望ましい組成について分析され、それによって導
管内の流れを代表する流体組成が提供される。質量流量計が組成測定チャンバに接続され
、組成測定チャンバ内の流量が測定される。更に、質量流量計は、静圧ポートを通じて導
管に接続される。各望ましい成分に関する流量と流体組成との積は、質量速度加重流体組
成を提供する。
【００１１】
　更に、本発明の教示によれば、均一又は不均一な組成、速度、及び温度のプロフィール
を有する導管内の流体組成と流量とを測定するためのサンプリング装置が提供される。サ
ンプリング装置は、導管のある一定の断面区域にわたって配置された複数のサンプリング
ノズルを有する。各サンプリングノズルは、サンプル収集マニホルドと連通する。圧力調
節手段が、サンプル収集マニホルドと連通している。組成測定チャンバが、サンプル収集
マニホルドに接続される。ガスアナライザは、組成測定チャンバに接続される。流量測定
の手段が、サンプル収集マニホルドに接続される。このようにして、導管からの流体は、
サンプリングノズル内に収集され、サンプル収集マニホルド内に導かれる。サンプル収集
マニホルド内の静圧は、導管内の静圧と等しくなるように調節される。組成測定チャンバ
内の流体は、組成及び流量について分析される。
【００１２】
　更に、本発明の教示に従えば、導管内を流れる均一又は不均一な組成、速度、及び温度
のプロフィールを有する流体のサンプルを取得する方法を開示する。少なくとも１つのプ
ローブが、導管内に取り付けられる。少なくとも１つのサンプリングノズルが、この少な
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くとも１つのプローブ上に取り付けられてそのプローブから外側に延びている。この少な
くとも１つのサンプリングノズルは、サンプリングポイントで流れの中に面して導管内に
設けられ、それによってこの少なくとも１つのサンプリングノズル内の質量速度を有する
流体の流れを生成する。この流体の流れは、サンプリングポイントでの導管内の質量速度
に１次比例する。その流体の流れは、サンプル収集マニホルド内に導入され、ある一定の
静圧でのサンプル流れが導管内の流体と同じガス組成特性を有して形成される。サンプル
収集マニホルド内の静圧は、導管内の静圧に等しくなるように調節される。流体の流れは
、サンプル収集マニホルドから組成測定チャンバ内に導かれる。組成測定チャンバ内の流
体の組成は、ガスアナライザを用いて測定される。組成測定チャンバ内の流体の流量は、
質量流量計を用いて測定される。その流量計からの流れは、静圧ポイントを通じて導管内
に戻される。
　本発明の上記及び他の目的は、添付図面と併せて得られる以下の明細書の読解から明ら
かになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　作動の原理：
　図１は、単一のサンプリングプローブアセンブリのためのサンプルループの好ましい実
施形態の簡略化図面を示している。いくつかのこのようなプローブアセンブリが大きい導
管のためには必要とされる。各プローブは、導管１０内の均等流れ面積の重心に位置する
。サンプルノズル及びプローブの数は、速度、温度、及び流体組成のプロフィールの不均
一特性の重大度によって判断される。サンプルプローブ１２は、サンプルノズル収集マニ
ホルド１６に接続した１つ又はそれよりも多くのサンプルノズル１４で構成され、採取さ
れた流れは、このマニホルド内で混合し、粒子状物質アナライザ３８（必要に応じて）、
粒子状物質フィルタ１８（必要に応じて）、流体組成測定チャンバ２０、流体アナライザ
３２、３４、いずれかの他の測定装置、質量流量計２２及び真空ポンプ２４又は同等装置
を通過して流れる。サンプルノズル収集マニホルド１６は、内壁と同一平面上に取り付け
られた静圧ポート２６を有する。平均導管静圧ポート２８は、サンプリングプローブの外
側壁の表面上に位置する。好ましい実施形態は、流れに直交する円形チューブ上の圧力分
布について、円形シリンダ上の流れ淀み点の両側約３５°の角度に導管静圧が存在するこ
とを利用している。導管静圧ポート２８は、平均導管静圧を取得するために使用される。
本方法は、ダクト内に渦流及び非軸流速度成分が存在する時、非常に良好な平均静圧を与
える。
【００１４】
　サンプリングプローブ１２の内部構造の簡略図面は、２ノズル型サンプリングシステム
について図２に示されている。その基本概念は、質量速度比例のサンプル流れを各ノズル
内に強制送入するために導管内の流体の動圧を使用することである。各ノズルからのサン
プル流れは、サンプルノズル収集マニホルド１６内で一緒に集められて混合され、次に、
図１に表されたサンプルループに流入する。以下の用語が図２に適用される。
　Ｍ＝ＭA＋ＭB＝プローブ、ノズルＡ及びＢの合計質量流量
　ＭA＝ρAＶA2×Ａ＝ノズルＡを通過する質量流量
　ＭB＝ρBＶB2×Ｂ＝ノズルＢを通過する質量流量
　ＶA2は、ノズルＡでのサンプルノズル速度である
　ＶB2は、ノズルＢでのサンプルノズル速度である
　ＡN＝各フローノズルの面積＝πｄ2／４
　ｄ＝サンプルノズルの内径
　Ｄ＝サンプル収集マニホルドの内径、Ｄ≫ｄ
　θ＝円形シリンダ上の淀み点からの静圧ポート角度
　ρA＝ノズルＡでの流体密度
　ρB＝ノズルＢでの流体密度
　ＣA、ＣB＝ノズルＡ、Ｂでの流体濃度
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　ＴA、ＴB＝ノズルＡ、Ｂでの流体温度
　ＰSA1＝ノズルＡでの導管スタック圧力
　ＰSB1＝ノズルＢでの導管スタック圧力
　ＰSA2＝ノズルＡへの入口での圧力
　ＰSB2＝ノズルＢへの入口での圧力
　ＰSM＝サンプルノズル収集マニホルドの静圧
　ｇC＝３２．１５フィート／秒2

【００１５】
　図３は、２ノズル型サンプルプローブに関する図面（全ての変数の定義を含む）である
。ベルヌーイの公式を適用すれば、ノズルＡでの流体流れラインの全圧は、以下の通りで
ある。
式１：

　サンプル流れをサンプルノズル及びサンプルマニホルドに送入するのに有効な圧力差は
、以下の通りである。
式２：

　ＶA2＝０であれば、流れは生じることができず、装置は、ピトー管として機能し、サン
プルノズル収集マニホルド１６内の平均圧力に応答する。
【００１６】
　サンプリング目的のためには、ノズル速度ＶA2が、局所導管質量速度ＶA1に比例してい
ることが望ましい。ノズルを通過してサンプルノズル収集マニホルド１６に入るサンプル
流れは、サンプルノズル収集マニホルド静圧（ＰSM）の圧力に依存している。従って、以
下の式が適用される。
式３：

　最大のサンプル流量は、サンプルループが「短絡」される時に生じる。ＰSA2－ＰSMが
０になるように強制されると、ＶA1＝ＶA2であることは明らかであり、システムは自己駆
動１次比例サンプリング装置であるが、しかし、サンプルノズルによって圧力低下が生じ
る。この圧力低下ΔＰnは、式４に示されている。
式４：

　式中、ＣDは、ノズル圧力低下係数である。
【００１７】
　この圧力低下は、以下に示すように式３の右辺からこの圧力低下を差し引くことによっ
て説明されるべきである。
式５：

　ＰSA2－ＰSM＝０とすれば、
　ρCＶ

2
A1／２ｇC＝（１＋ＣD）ρAＶ

2
A2／２ｇC
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式６：

【００１８】
　式６は、本方法が局所導管速度に正比例するサンプルノズル速度を提供することを明示
している。従って、サンプルノズル収集マニホルド内の静圧が、導管静圧に等しく維持さ
れると、サンプルノズル速度ＶA2は、局所導管速度（ＶA1）に比例することになる。実際
には、例えば、ガスについては、ＶA2は、ＶA1の約９０％である。
　サンプルループの付加的な圧力低下は、摩擦、曲り部、接続部、弁、粒子状物質フィル
タ、ガス組成アナライザ、質量流量計によって生じ、サンプルノズルマニホルド静圧が導
管静圧を超えて上昇してサンプリング速度を低下させることになり、ノズル速度が局所導
管速度に比例せず、従って、要求される平均流体組成又は全ダクトの質量流量のいずれも
満たさないことになるので、これは、本発明の機能に大きく影響する。この問題の解決法
かつ本発明の核心は、式６で与えられるのと同じ結果を得る目的で、あらゆるサンプルル
ープ圧力低下を相殺するために真空ポンプ２４又は他の適切な装置を使用することである
。この他の装置は、噴流排出器、ファン、送風機、又は当業者に公知の他の装置とするこ
とができる。基準を満たすことにより、各ノズルのオペレータは、他のノズルから独立し
、これは、質量速度加重組成測定のための要件である。
【００１９】
　これは、能動制御システム３０を使用することによって達成され、このシステムでは、
差圧トランスミッタ２がサンプルノズル収集マニホルド静圧ポート２６と導管静圧ポート
２８の間の差を測定し、真空ポンプ２４（又は他の装置）を制御してサンプルノズル収集
マニホルド静圧を上昇又は低下させ、それによってサンプルループ内のあらゆる圧力低下
が相殺される。
　式５を使用し、かつあらゆる付加的なサンプルループ圧力低下ΔＰを組み込むことによ
り、本発明が圧力低下の妨害問題を解決することを示すことができる。
式７：

　ΔＰ＝ＰSM－ＰSA1＝先に定めたように、サンプルノズル収集静圧マニホルドと導管静
圧の間の差。
　従って：ＰSA2－ＰSM＝ρＶ2

A1／２ｇC－ρＶ2
A2（１＋ＣD）／２ｇC－ＰSM－ＰSA1

　故に：
式８：

　これは、式５と同様な結果を与え、それは、この能動静圧コントローラの特徴が、忠実
な質量速度加重流体組成及び質量流量測定値を取得するのに必須であり、本発明の好まし
い実施形態であることを確認するものである。
【００２０】
　作動特性：
　図５は、本発明の作動特性を示している。縦軸ＰSA2－ＰSMは、ノズルＡへの入口での
圧力とサンプル収集マニホルド静圧（ＰSM）との差である。横軸（ＶA2）は、サンプルノ
ズル内の速度である。図５は、上述の式８のプロットである。
　本発明に関しては、４つの作動モードが存在する：
　１）質量速度比例サンプリングモード
　２）アンダーサンプリングモード
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　３）オーバーサンプリングモード
　４）ピトー管速度モード
【００２１】
　Ａ）質量速度比例サンプリングモード：このモードは、真空ポンプ２４又は他の装置を
用いてサンプルマニホルド静圧を導管静圧に等しく維持するために能動制御システムを使
用する。このモードのための作動ポイントは、図５にＡと表示される。これは、サンプル
ノズル１４の間に流れの循環がなく、異なるサンプル流れが互いに無関係になることを保
証する。流体組成は、各サンプルノズルで質量速度加重され、サンプルノズル収集マニホ
ルド１６で集められた全てのサンプル投入の混合物は、全ての流体成分に関する正確な質
量速度及び導管流面積加重サンプルに相当する。ガスについては、サンプルノズル内の速
度は局所導管速度の約９０％であり、合計サンプル流量は理想サンプル流量の約９０％で
ある。速度比率は、実験的に判断することができ、それによってこの比率を知れば、導管
の流れ面積、サンプル流量及び合計サンプルノズル面積、導管の合計質量流量を作動の全
範囲にわたって正確に取得することができるようになっている。
【００２２】
　好ましい実施形態におけるサンプルノズルは、ノズル設計によって渦流及び非軸線方向
ダクト速度成分に不感性である（図６）。
【００２３】
（表１）

【００２４】
　この好ましい実施形態の必須的な特徴は、サンプルループ１０内の流体組成アナライザ
３２、３４、粒子状物質フィルタ１８、サンプル質量流量計２２、及びあらゆる他の圧力
低下発生装置によって生じた圧力低下が、サンプルマニホルド静圧と導管静圧とが互いに
等しくなるという条件で相殺することができることである。清浄流体又は含塵流体のため
の全ての状況について、これは、好ましい実施形態である。
【００２５】
　Ｂ）アンダーサンプリングモード：図５でＢと表示された作動範囲は、図５でＤと表示
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されたピトー管速度モードと図５でＡと表示された質量速度比例モードの間にある。サン
プルノズル収集マニホルド静圧は、導管静圧よりも高く、そのためにサンプル速度は、質
量速度比例モードと比較して低くかつ不正確である。導管の低速度領域は、適切に採取さ
れず、かつノズルの間の流れの循環が生じることになるので、各ノズルからのサンプル流
れは、互いに無関係ではなくなり、それは、本発明の必然性である。このモードは、サン
プルループ内の圧力低下の影響を受ける。このモードは、サンプルループ圧力低下が非常
に低く、かつ長期にわたって一定である一部の用途のためにのみ使用することができる。
【００２６】
　Ｃ）オーバーサンプリングモード：このモードにおいては、サンプルマニホルド静圧は
、導管静圧よりも非常に低く、より大きいサンプル流量が、真空ポンプ２４又は他の装置
によって達成される。図５でＣと表示された平均等速条件（ノズル速度が局所導管速度に
等しい）で能動制御システムがサンプルシステムを作動させることができる特別な条件が
存在するが、サンプルノズルが全て等速であり又は互いに無関係であるとは限らないこと
になる。このサンプルは、質量加重されてはいない。
【００２７】
　Ｄ）ピトー管速度モード：このモードは、図５でＤとして示される。サンプルノズル収
集マニホルド１６は遮断され、そのためにサンプル流量はゼロである。このモードは、平
均差圧マイナス導管静圧である多点ピトー管として作動する。これらの装置は、速度プロ
フィールが非常に均一でなければ、正確な平均速度読取値を与えない。このモードは、サ
ンプリングモードではなく、本発明の方法及び装置の全ての作動特性を示すためにのみ開
示している。
【００２８】
　質量流量測定方法：
　導管に関する合計質量流量は、導管内に適切に配置されて好ましい実施形態を用いる１
つ又はそれよりも多くのサンプリングアセンブリの質量流量から判断することができる。
導管速度に対するサンプルノズル速度の比率は、式６に示すようにサンプルノズル圧力低
下係数（ＣD）の関数である。図３の２ノズル型サンプリングの例について示される１つ
のサンプリングアセンブリに関する導管の合計質量流量は、以下の通りである。
式９：

　式中、
　ＭT＝合計サンプル質量流量
　ＣD＝実験的に判断されるノズル圧力低下係数
　ＭA＝ノズルＡを通過する質量流量
　ＭB＝ノズルＢを通過する質量流量
　ＡC＝導管の流れ面積
　ＡN＝各ノズルの面積
【００２９】
　非軸線方向導管速度の影響：
　いくつかのノズル設計が、最小のノズル圧力低下で最大のサンプル流量を生じさせ、か
つ良好なピッチ及びヨー挙動を有する最良の形状を見出すために試験された。ノズルに関
する理想的な応答は、速度ベクトルのピッチ及びヨー角度に対して「余弦」応答を有する
ことである。丸い入口、鋭い端部のノズル入口、内側及び／又は外側テーパノズル入口、
及びノズルに代わるプローブ内の孔を含む多くのノズル形状が試験された。好ましい実施
形態は、フロー流れ内に突出するノズル先端での丸い入口を有する定直径ノズルである。
この好ましい実施形態は、高サンプルノズルを有することと、ピッチ及びヨー特性と、粉
塵蓄積との間の良好な折衷体である。突出ノズルが使用される時、プローブ表面から１又
は２直径だけ延びるノズル先端を有することによって、より良好なピッチ及びヨー性能が
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得られることが見出されている。これは、円形チューブプローブ構造体の周囲の圧力分布
が角度に伴って非常に急速に変化し、延びた先端を有するノズルが使用される時に、それ
がプローブ構造体によって影響を受けにくいという事実に基づいている。
【００３０】
　図６は、理想的余弦応答と比較した好ましい実施形態のピッチ及びヨー応答データを示
している。この応答は、本発明者が知る大部分の他の流体サンプリング装置よりも非常に
良好である。
　唯一の正確なサンプリングモードは、上述のように質量速度比例サンプリングモードで
あるが、本発明は、他のモードの作動を含む。それは、各ノズルでの独立サンプリング率
をもたらし、サンプルループ内の全ての圧力低下を補償し、良好な偏軸速度応答特性を有
し、空力的に実行されて、広範囲の流体速度、流体組成、温度、圧力、及び含塵流体にわ
たる平均流体組成及び導管質量流量のための数学的に正確な流体組成方程式を提供する。
【００３１】
　好ましい実施形態の説明
　本発明のシステムを示すダイアグラムが図１に示されている。本発明は、質量速度加重
サンプリングプローブであり、アナライザのための忠実な代表サンプルを取得するために
使用される。本発明は、真の濃度平均の正確な定義である次の式に従った質量速度及び面
積平均化を空力的に実行する。
式１０：

　式中、

は、流体成分ｉの導管内の質量速度及び面積平均濃度、ρ（ｘ，ｙ）は流体密度、Ｖ（ｘ
，ｙ）は流体速度、かつＣ（ｘ，ｙ）iは成分ｉの濃度である。
【００３２】
　図１に示すように、プローブ１２は、その中で測定が行われる導管、通気管、ダクト、
又は煙道１０内に垂直に延びて設けられる。好ましくは、導管の面積にわたって有効に採
取するために複数のプローブ１２が使用される。各プローブ１２は、導管内の均等な流れ
面積位置の重心に配置される。少なくとも１つ、好ましくは複数のノズル１４が、各プロ
ーブ１２に取り付けられる。ノズルは、プローブから外側に延びている。サンプルノズル
１４は、導管内の流体の流れがノズルの開口部内に導かれるように方向付けられる。この
開口部は、サンプルノズル収集マニホルド１６と連通する。プローブ１２及びサンプリン
グノズル１４の数は、導管内の速度、温度、及び流体濃度のプロフィールの不均一性の程
度によって判断される。好ましくは、この複数のプローブ及びノズルは、導管の断面区域
に配列される。
【００３３】
　従って、少なくとも１つのサンプリングノズル１４が、導管内の均等な面積に関して流
れに面して置かれ、各々のノズルは、導管内の局所質量速度に１次比例する質量速度を有
し、それによって全体のノズルからもたらされる流量は、導管内のエーロゾル及びガスの
忠実な代表サンプルを表すようになる。このサンプルは、真空ポンプ２４（又は他の適切
な装置）によって、粒子状物質アナライザ３８（使用される時）、粒子状物質アナライザ
１８（使用される時）、流体組成測定チャンバ２０、インライン質量流量計２２を通過し
て流れて導管１０に排出されて戻り、このようにしてサンプルループが完結される。
【００３４】
　サンプルループの質量流量は、測定されている導管の面積に関する質量流量に比例する
。１つ又はそれよりも多くのこうした多点サンプリングプローブアセンブリが、導管全体
の平均流体濃度及び質量流量を取得するために使用される。サンプリングプローブアセン
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ブリの数で除した各サンプリングプローブアセンブリに関する質量流量と流体成分濃度と
の積の和は、測定されている各成分に関する質量速度加重平均濃度を提供する。「全ての
システムの平均質量流量」掛ける「導管の全体面積」掛ける「局所導管速度と比較したノ
ズル速度」は、本発明の開示の「作動の原理」の節で上述したように、導管内の正確で再
現性ある質量流量を提供する。
　導管内のエルボ、障害物、及び断面積変化が、渦流、乱流、及び非軸線方向流速度ベク
トルを生じさせることは公知である。好ましい実施形態に関するサンプリングノズル１４
の形状は、導管内の速度のピッチ及びヨー角度への良好な応答を提供し、これは、図６で
理想余弦応答と比較される。
【００３５】
　本発明の重要な用途は、化石燃料発電プラントで燃焼処理を測定して制御するためのも
のである。過剰酸素及び一酸化炭素の正確な測定が、効率を最適化するために必要とされ
る。フライアッシュが石炭燃焼発電プラントでの主要問題であることは公知である。この
ような、粉塵のある用途については、粒子状物質フィルタ１８が、サンプルループ内に含
まれる。このフィルタは、サンプル流体が流体組成測定チャンバ２０及び質量流量計２２
に入る前にサンプル流体を清浄化する。サンプルループ圧力低下の全ては、能動静圧制御
装置３０の実施形態によって相殺される。
【００３６】
　導管１０内の粒子の濃度は、サンプルノズル収集マニホルド１６に直列にかつ粒子状物
質フィルタ３８の上流に設けられた粒子状物質アナライザ３８によって測定される。あら
ゆる他の流体特性の検出は、サンプルノズル収集マニホルド１６に直列に、及び必要に応
じて粒子状物質フィルタ１８の上流又は下流のいずれかに適切なアナライザを設置するこ
とによって行うことができる。
　能動静圧制御システム３０は、差圧トランスミッタ４２を使用してサンプルノズル収集
マニホルドポート２６と導管静圧ポート２８の間の差を測定し、真空ポンプ２４（又は他
の適切な装置）を制御してこの差をゼロに等しくする。能動静圧制御システム３０は、本
発明の核心を構成する。図４は、サンプリングプローブ及び導管静圧ポートの断面を示し
ている。
　質量流量計２２は、図１に示されているサンプルループに位置している。好ましい実施
形態は、圧力低下が小さく流量ターンダウン性能が高いインライン型サーマル質量流量計
である。
【００３７】
　図１に示されている本発明の別の好ましい実施形態は、含塵流体用途のための空気パー
ジ式クリーニングコントローラ３６である。これは、加圧空気の「ブロー－ダウン」タン
クを使用し、加圧空気は、加熱器（必要に応じ）を通過して流れ、粒子状物質フィルタ１
８、サンプルノズル収集マニホルド１６、サンプルノズル１４、サンプルノズルマニホル
ド静圧ポート２６及び導管静圧ポート２８を清浄化する。集めた粉塵を含む清浄用空気は
、導管内に排出される。プローブ１２の端部には、弁４０が取り付けられ、これは、清浄
化サイクルが作動する時に開いて、蓄積した粉塵を導管１０内に逃散させる。制御弁４４
は、パージ空気を適切な構成要素に導き、かつパージ空気を導管に排気するために使用さ
れる。
【００３８】
　好ましい実施形態は、流体アナライザ測定チャンバ２０を利用し、これは、本質的には
パイプであり、その中でサンプルガスが一端に流入し、他端から質量流量計２２内に流出
する。流体組成アナライザ３２、３４は、通常は導管内に挿入される原位置計器である。
サンプルループから直接サンプルを取り出すことにより、米国ＥＰＡ「ＣＥＭスタックモ
ニタ」に使用されるものに類似した取り出し型ガスアナライザを使用することも可能であ
る。
　明らかに、本発明の基本的な精神を逸脱することなく多くの修正を行うことができる。
従って、特許請求の範囲内で、本明細書に具体的に説明した以外で本発明を実施すること
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ができることは、当業者によって認められるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明のサンプルループの図解である。
【図２】サンプリングプローブの平面図である。
【図３】図２の３－３線に沿って得られた断面図である。
【図４】図３の４－４線に沿って得られた断面図である。
【図５】本発明の作動特性を示すグラフである。
【図６】ピッチ及びヨーデータを示すグラフである。
【符号の説明】
【００４０】
　１０　導管
　１２　サンプルプローブ
　１４　サンプルノズル
　１６　サンプルノズル収集マニホルド
　２０　流体組成測定チャンバ

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成20年1月8日(2008.1.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導管内の流体を採取するための装置であって、
　導管のある一定の区域内の流体を採取するために該流体の流れ内に配向された該導管内
のサンプリングノズルと、
　前記サンプリングノズルから前記流体のサンプル流れを収集するために該サンプリング
ノズルに接続され、サンプル経路に対して該流体のサンプル流を供給するサンプル収集マ
ニホルドと、
　前記サンプル収集マニホルド内側のマニホルド静圧をもたらす、該サンプル収集マニホ
ルド上のマニホルド静圧ポートと、
　前記サンプリングノズルによって採取される前記導管の前記区域に位置し、該サンプリ
ングノズルによって採取される該導管の該域内の導管静圧をもたらす該導管内の導管静圧
ポートと、
　前記マニホルド静圧が前記導管静圧と等しくなるように前記サンプル流の流量を調節す
る前記サンプル経路内の流量装置と、
　を含み、
　前記サンプル経路の流体組成が、前記サンプリングノズルによって採取される前記導管
内の前記区域の質量平均組成であり、該サンプル経路の質量流量が、該サンプリングノズ
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ルによって採取される該導管内の該区域の質量平均流量に比例する、
　ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記流体の特性を判断し、圧力変化を引き起こす、前記サンプル経路内に直列に連結さ
れた流体特性測定装置と、
　（１）前記マニホルド静圧を感知するために前記マニホルド静圧ポートに、かつ（２）
前記導管静圧を感知するために前記導管静圧ポートに連結された差圧トランスミッタと、
　（１）前記マニホルド静圧と前記導管静圧の間の差を感知するために前記差圧トランス
ミッタに、かつ（２）前記圧力変化を相殺するために前記マニホルド静圧が前記導管静圧
と等しくなるように前記サンプル流を調節するために前記流量装置に連結されたコントロ
ーラと、
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記サンプル収集マニホルドは、円筒形本体内側に位置し、前記導管静圧ポートは、該
円筒形本体上に形成され、前記サンプリングノズルは、該サンプル収集マニホルドから該
円筒形本体を通じて延びて前記導管内に一体化プローブを形成することを特徴とする請求
項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記導管静圧ポートは、前記導管内の前記流体の前記流れに対して３５度の角度に位置
していることを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記流体特性測定装置は、粒子状物質アナライザ、組成サンプリング装置、及び流量計
のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項６】
　前記サンプル経路内に前記流体内の粒子状物質を除去する粒子状物質フィルタを更に含
むことを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記組成サンプリング装置は、チャンバと該チャンバの２つの端部での流体アナライザ
とを含むことを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項８】
　前記流量計は、質量流量計であることを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項９】
　前記サンプル経路に接続されて装置の構成要素を洗い流すように作動可能な空気パージ
システムを更に含むことを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項１０】
　前記サンプル収集マニホルドは、前記空気パージシステムが装置の前記構成要素を洗い
流す時に開くように作動可能な一掃弁を有する遠位端を含むことを特徴とする請求項９に
記載の装置。
【請求項１１】
　前記流量装置は、真空ポンプ、噴流排出器、ファン、及び送風機から成る群から選択さ
れることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記サンプル経路に接続され、該サンプル経路から前記流体の一部分を抽出して該流体
の特性を測定するアナライザを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記サンプル経路は、前記サンプル流を前記導管内に戻すために前記導管に連結されて
いることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　導管内の流体を採取する方法であって、
　流体の流れに向かって配向されたサンプリングノズルを用いて導管のある一定の区域の



(17) JP 2008-544281 A 2008.12.4

該流体を採取する段階と、
　サンプル収集マニホルド内の前記サンプリングノズルから前記流体のサンプル流れを収
集する段階と、
　前記サンプル収集マニホルドからの前記流体のサンプル流をサンプル経路に供給する段
階と、
　前記サンプル収集マニホルド内のマニホルド静圧を該サンプル収集マニホルド上のマニ
ホルド静圧ポートを通じて感知する段階と、
　前記サンプリングノズルによって採取される前記導管の区域内の導管静圧ポートを用い
て導管静圧を感知する段階と、
　前記感知する段階に基づいて、前記マニホルド静圧が前記導管静圧に等しくなるように
前記サンプル経路内の流量装置を用いて前記サンプル流れを調節する段階と、
　を含み、
　前記サンプル経路内の流体組成が、前記サンプリングノズルによって採取された前記導
管内の前記区域の質量平均組成であり、該サンプル経路内の質量流量が、該サンプリング
ノズルによって採取された該導管内の該区域の質量平均流量に比例する、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　前記サンプル経路内の前記流体を該サンプル経路内に直列に連結された流体特性測定装
置を使用して分析する段階、
　を更に含み、
　前記流体特性測定装置は、圧力変化を引き起こし、前記マニホルド静圧が前記導管静圧
に等しくなるように前記サンプル流を調節する前記段階は、該圧力変化を相殺する、
　ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記分析する段階は、前記流体内の粒子状物質を判断する段階、該流体の組成を判断す
る段階、及び該流体の流量を判断する段階のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とす
る請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記サンプル経路内の前記粒子状物質を濾過する段階を更に含むことを特徴とする請求
項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記流体の流量を判断する前記段階は、質量流量を判断する段階を含むことを特徴とす
る請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　質量流量を判断する前記段階は、前記導管の前記区域内の該質量流量をｎ個のノズルを
有する前記サンプル収集マニホルドを用いて次式：

によって判断する段階を含み、ここで、ＭTは、該導管の該区域内の質量流量であり、ＣD

は、ノズル圧力低下係数であり、ＭPは、該サンプル収集マニホルドと前記サンプル流経
路のうちの一方における全体サンプル質量流量であり、ＡCは、該導管の流れ面積であり
、ｎは、前記サンプリングノズルの数であり、ＡNは、各ノズルの面積であることを特徴
とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　質量流量を判断する前記段階は、前記導管の前記区域内の該質量流量を２個のノズルを
有する前記サンプル収集マニホルドを用いて次式：



(18) JP 2008-544281 A 2008.12.4

によって判断する段階を含み、ここで、ＭTは、該導管の該区域内の質量流量であり、ＣD

は、ノズル圧力低下係数であり、ＭAは、第１のノズルを通過する質量流量であり、ＭBは
、第２のノズルを通過する質量流量であり、ＡCは、該導管の流れ面積であり、ＡNは、各
ノズルの面積であることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　空気パージシステムを用いて前記サンプル経路を洗い流す段階を更に含むことを特徴と
する請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
　前記洗い流す段階中に前記サンプル収集マニホルドの端部で一掃弁を開く段階を更に含
むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　流量装置を用いて前記サンプル流を調節する前記段階は、該サンプル流を増大して前記
マニホルド静圧を低減する段階、及び該サンプル流を低減して該マニホルド静圧を増大す
る段階のうちの一方を含むことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項２４】
　前記サンプル経路から前記サンプル流の一部分を抽出する段階と、
　前記サンプル流の前記部分を分析して前記流体の特性を測定する段階と、
　を更に含むことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項２５】
　前記サンプル流を前記サンプル経路から前記導管内に戻す段階を更に含むことを特徴と
する請求項１４に記載の方法。
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