
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセンサと演算手段とを有する相関式流量計であって、
　前記複数のセンサは前記流路の流れ方向に沿って間隔を置いて配置され、
　各センサは各々超音波パルスを送信する動作と受信する動作の双方を行い得る一対の送
受信部を、前記流路を挟み、かつ該流路の流れ方向に沿って相互にずれた各位置に配置し
てなるものであり、
　前記演算手段は、
　前記各センサの各受信部から得られる各検出信号の相互相関を演算することにより前記
流路を流れる流体の流量を求める相関演算手段と、
　前記複数のセンサのうち少なくとも一のセンサにおける超音波パルスの伝送方向を交互
に切り替え各送受信部から得られる各検出信号に基づき各伝送方向での超音波パルスの伝
搬時間差を求め、この伝搬時間差から流体の流速を求める流速算出手段とを具備すること
を特徴とする相関式流量計。
【請求項２】
　前記流速算出手段によって求められた流速から流量を求め、該流量と前記相関演算手段
によって求められた流量とを切り替えて出力するようにしたことを特徴とする請求項 記
載の相関式流量計。
【請求項３】
　前記各センサの各受信部から得られる各検出信号の時間的変化の振幅に基づいて流量を
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求め、 前記流速検出手段により求めた流量と前記相関演算手段によって求められ
た流量とを切り替えて出力するようにしたことを特徴とする請求項 記載の相関式流量計
。
【請求項４】
　高流量においては前記相関演算手段によって求められた流量を選択し、低流量において
は前記流速算出手段によって求められた流速から得られた流量を選択することを特徴とす
る請求項 または 記載の相関式流量計。
【請求項５】
　前記流速算出手段が複数のセンサから得られる検出信号に基づいて複数種類の流速を求
めるものであり、各流速差が所定値以上となった場合に異常検出信号を出力するようにし
たことを特徴とする請求項 ～ のいずれか一の請求項に記載の相関式流量計。
【請求項６】
　流路に設けられた渦発生体と、
　前記渦発生体より後流の流路を挟み、かつ該流路の流れ方向に沿って相互にずれた各位
置に配置された送信部と受信部とにより構成されたセンサと、
　前記センサの受信部から得られる検出信号に基づき、前記渦発生体によって生成された
カルマン渦の発生周波数を求め、該周波数から前記流路を流れる流体の流量を求める演算
手段とを具備し、
　前記センサの送信部は、前記流路に超音波パルスを送信し、
　前記センサの受信部は、前記流路を介して伝搬された前記超音波パルスを受信し、
　前記演算手段は、
　前記送信部の送信タイミングおよび前記受信部の受信タイミングから前記超音波パルス
の伝搬時間を求め、さらに該伝搬時間の変化周波数を求め、該変化周波数から前記流量を
算出する第１の流量算出手段と、
　前記センサにおける超音波パルスの伝送方向を交互に切り替え各送受信部から得られる
検出信号に基づき各伝送方向での超音波パルスの伝搬時間差を求め、この伝搬時間差から
流体の流量を求める第２の流量算出手段とを具備することを特徴とする渦流量計。
【請求項７】
　高流量においては前記第１の流量算出手段によって求められた流量を出力し、低流量に
おいては前記第２の流量算出手段によって求められた流量を出力することを特徴とする請
求項 記載の渦流量計。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、流路の上流側および下流側の各位置において流体の流れに関する情報を検出
し、各位置で検出された情報の相互相関値から流量を求める相関式流量計および渦流量計
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の相関式流量計として、管路を挟んで対向し、相互に信号の授受を行う送信
部と受信部からなるセンサを管路の流れ方向に間隔を置いて複数配設した構成のものが知
られている。かかる相関式流量計においては、各センサにより、各配置位置での流体の流
れを反映した情報、例えば各々の配置位置における超音波の伝達特性を測定し、測定結果
を表す時系列の測定データを求める。ここで、流体に「流れの乱れ」がある場合には、こ
の乱れに起因した特定の周波数の成分がこの各配置位置での測定データの双方に含まれて
いる。この相関式流量計では、このことを利用し、上記各配置位置での測定データ間の相
互相関関係を求めることにより、上記特定周波数の成分が各測定データに現れるタイミン
グの時間差を求め、流体の流量を求めるのである。
また、渦流量計としては、流体中に設けた渦発生体の後流に発生したカルマン渦の生成数
を超音波等のセンサを用いて検出し、その検出結果から流体の流量を測定する渦流量計が
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知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述した従来の相関式流量計は、各センサを構成する送信部および受信部が管
路を挟んで相互に真正面に位置するように対向しているため、センサ間距離が管路の大き
さにより決定され、センサから得られる情報量が制限され、正確な測定が困難になる場合
があるという問題があった。また、従来の相関式流量計の場合、低流量域においては前記
「流れの乱れ」が持続しないため、流量の計測が困難であるという問題があった。
また、カルマン渦流量計においては、その絶対的な計測下限はカルマン渦の生成下限であ
り、円管内で一般的にＲｅ数（レイノルズ数）約５０００といわれている。しかしながら
、管路に漏れ等が発生した場合、カルマン渦の生成数がこの値より小さくなる可能性が高
いため、従来の渦流量計により漏れを検知することが困難であるという問題点があった。
さらに、ダイナミックレンジの大きな流れにおいて、微少な流量を計測することが困難で
あるという問題点があった。
【０００４】
この発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その第１の目的は流路が狭い場
合においても正確な流量計測をすることができる相関式流量計を提供することにある。ま
た、本発明の第２の目的は、上記「流れの乱れ」が持続しない低流量域においても正確な
流量計測を行い得る相関式流量計を提供することにある。また、第３の目的は、高流量か
らカルマン渦が生成しない微少流量までの広い範囲で流量を安定かつ高精度に測定できる
渦流量計を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に係る発明は、複数のセンサと演算手段とを有する相関式流量計であって、前
記複数のセンサは前記流路の流れ方向に沿って間隔を置いて配置され、各センサは各々超
音波パルスを送信する動作と受信する動作の双方を行い得る一対の送受信部を、前記流路
を挟み、かつ該流路の流れ方向に沿って相互にずれた各位置に配置してなるものであり、
前記演算手段は、前記各センサの各受信部から得られる各検出信号の相互相関を演算する
ことにより前記流路を流れる流体の流量を求める相関演算手段と、前記複数のセンサのう
ち少なくとも一のセンサにおける超音波パルスの伝送方向を交互に切り替え各送受信部か
ら得られる各検出信号に基づき各伝送方向での超音波パルスの伝搬時間差を求め、この伝
搬時間差から流体の流速を求める流速算出手段とを具備することを特徴とする相関式流量
計である。
【０００６】
　また、請求項２に係る発明は、前記流速算出手段によって求められた流速から流量を求
め、該流量と前記相関演算手段によって求められた流量とを切り替えて出力するようにし
たことを特徴とする請求項 記載の相関式流量計である。
【０００７】
　また、請求項３に係る発明は、前記各センサの各受信部から得られる各検出信号の時間
的変化の振幅に基づいて流量を求め、 前記流速検出手段により求めた流量と前記
相関演算手段によって求められた流量とを切り替えて出力するようにしたことを特徴とす
る請求項 記載の相関式流量計である。
【０００８】
　また、請求項４に係る発明は、高流量においては前記相関演算手段によって求められた
流量を選択し、低流量においては前記流速算出手段によって求められた流速から得られた
流量を選択することを特徴とする請求項 または 記載の相関式流量計である。
【０００９】
　また、請求項５に係る発明は、前記流速算出手段が複数のセンサから得られる検出信号
に基づいて複数種類の流速を求めるものであり、各流速差が所定値以上となった場合に異
常検出信号を出力するようにしたことを特徴とする請求項 ～ のいずれか一の請求項に
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記載の相関式流量計である。
【００１０】
　また、請求項６に係る発明は、流路に設けられた渦発生体と、前記渦発生体より後流の
流路を挟み、かつ該流路の流れ方向に沿って相互にずれた各位置に配置された送信部と受
信部とにより構成されたセンサと、前記センサの受信部から得られる検出信号に基づき、
前記渦発生体によって生成されたカルマン渦の発生周波数を求め、該周波数から前記流路
を流れる流体の流量を求める演算手段とを具備し、前記センサの送信部は、前記流路に超
音波パルスを送信し、前記センサの受信部は、前記流路を介して伝搬された前記超音波パ
ルスを受信し、前記演算手段は、前記送信部の送信タイミングおよび前記受信部の受信タ
イミングから前記超音波パルスの伝搬時間を求め、さらに該伝搬時間の変化周波数を求め
、該変化周波数から前記流量を算出する第１の流量算出手段と、前記センサにおける超音
波パルスの伝送方向を交互に切り替え各送受信部から得られる検出信号に基づき各伝送方
向での超音波パルスの伝搬時間差を求め、この伝搬時間差から流体の流量を求める第２の
流量算出手段とを具備することを特徴とする渦流量計である。
【００１１】
　また、請求項７に係る発明は、高流量においては前記第１の流量算出手段によって求め
られた流量を出力し、低流量においては前記第２の流量算出手段によって求められた流量
を出力することを特徴とする請求項 記載の渦流量計である。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照し、本発明の実施形態を説明する。
Ａ．第１の実施形態
図１は、本発明の第１の実施形態である相関式流量計の構成を示すブロック図である。ま
た、図２はこの相関式流量計の測定動作を示すタイミングチャートである。
【００１６】
図１において、超音波送受信器２ａおよび３ａは、各々、超音波パルスを放射する機能と
超音波パルスを受信する機能を併有した装置である。各超音波送受信器２ａおよび３ａは
、図１に示すように、管路１を挟み、流体の流れ方向に沿って相互にずれた各位置に配設
されている。
【００１７】
タイミング回路５は、一定時間間隔でＨ（ハイ）レベル、Ｌ（ロー）レベルを繰り返すタ
イミング信号９を出力する。図２（ａ）にこのタイミング信号９の波形を示す。この相関
式流量計においては、このタイミング信号９をトリガとして各部の動作タイミングの制御
が行われる。
【００１８】
制御回路４ａおよびパルス発振器６は、超音波送受信器２ａおよび３ａ間で超音波パルス
の伝送を行わせ、かつ、その伝送方向を交互に切り替える役割を果す。
【００１９】
すなわち、タイミング信号９がＨレベルになると、制御回路４ａは、超音波送受信器２ａ
を送信機として動作させ、超音波送受信器３ａを受信機として動作させる。また、パルス
発振器６は、図２（ｂ）に示すように、タイミング信号９のレベル変化をトリガとしてパ
ルスを出力する。制御回路４ａは、このパルスに基づき、送信機として設定されている超
音波送受信器２ａに送信信号を供給する。この結果、図２（ｃ）に示すように、超音波送
信器２ａにより、管路中に超音波パルス１２ａが流体中に放射され、図２（ｄ）に示すよ
うに超音波送受信器３ａによって受信される。ここで、超音波パルス１２ａは、管路１内
の流体を伝搬して超音波送受信器３ａに至るため、図２（ｄ）に示すように、超音波パル
ス１２ａの送信タイミングから伝搬遅延時間相当遅れたタイミングで超音波送信器３ａに
受信されることとなる。このようにして超音波送受信器３ａによって受信された超音波パ
ルス１２ａは、制御回路４ａを通して超音波検出器７ａに入力される。
【００２０】
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次にタイミング信号９がＬレベルとなると、制御回路４ａは、超音波送受信器３ａを送信
機として動作させ、超音波送受信器２ａを受信機として動作させる。また、タイミング信
号９のレベル変化により、再びパルス発振器６によってパルスが出力され（図２（ｂ）参
照）、制御回路４ａにより超音波送受信器３ａに送信信号が印加される。そして、超音波
送受信器３ａから超音波パルス１２ａが放射され（図２（ｃ）参照）、この超音波パルス
１２ａは前述の場合とは逆方向に伝搬して超音波送受信器２ａで受信され、超音波検出器
７ａに入力される。
【００２１】
このように超音波送受信器２ａおよび３ａ間において、一方から他方へ、他方から一方へ
という具合に、超音波パルス１２ａが交互に伝送され、各超音波送受信器によって受信さ
れた超音波パルスが超音波検出器７ａへ供給されるのである。
【００２２】
超音波検出器７ａは、このようにして受信した超音波パルスの増幅および波形整形を行い
、所定の値以上の超音波信号を受信した場合に超音波パルス到達タイミング信号８ａを出
力する。
【００２３】
伝搬時間検出器１０ａは、タイミング回路５からのタイミング信号９と、超音波検出器７
ａからの超音波パルス到達タイミング信号８ａにより超音波の伝搬時間（図２（ｅ）参照
）を計測し、さらに伝搬時間に比例した電圧信号へと変換し伝搬時間信号１１ａを出力す
る。
【００２４】
ここで、超音波送受信器２ａと超音波送受信器３ａとは同様の構造であり、各々、流体の
流れ方向に沿って相互にずれた状態で設置されている。従って、上流側に設置された超音
波送受信器２ａから下流側に設置された超音波送受信器３ａへと伝搬する超音波パルスは
、流体の流速に応じた分だけその伝搬速度が増加することとなり、伝搬時間が短くなるこ
ととなる。一方、これとは逆方向に伝搬する超音波パルスにおいては、流体の流速に応じ
た分だけその伝搬速度が減少することとなり、伝搬時間が長くなることとなる。
【００２５】
伝搬時間差検出器１３ａは、超音波送受信器２ａから超音波送受信器３ａへ超音波パルス
を伝搬させたときに伝搬時間検出器１０ａから出力される伝搬時間信号１１ａと、これと
は逆の経路で超音波パルスを伝搬させたときに伝搬時間検出器１０ａから出力される伝搬
時間信号１１ａとの差を求め、この差から管路内の流体の流速を検出し、流速信号１４ａ
を出力する。
【００２６】
一方、超音波送受信器２ａおよび３ａの下流側には、これらと同様な超音波送受信器２ｂ
および３ｂが管路１を挟んで設置されている。また、この超音波送受信器２ｂおよび３ｂ
に対応し、以上説明したものと全く同様な役割を果す制御回路４ｂ、超音波検出器７ｂ、
伝搬時間検出器１０ｂおよび伝搬時間差検出器１３ｂが設けられている。これらにより、
上述と同様な手順で超音波送受信器２ｂおよび３ｂの設置位置に対応した流速信号１４ｂ
が求められる。
【００２７】
平均化回路１５は、伝搬時間差検出器１３ａから求めた流速信号１４ａと伝搬時間差検出
器１３ｂから求めた流速信号１４ｂの平均化を行い、流速信号から流速を求め、超音波流
量計測結果１６を出力する。
【００２８】
また、伝搬時間検出器１０ａから出力される伝搬時間信号１１ａと、伝搬時間検出器１０
ｂから出力される伝搬時間信号１１ｂは信号処理回路１７に入力される。この信号処理回
路１７は、伝搬時間検出器１０ａから順次得られた伝搬時間信号１１ａの時系列データと
、伝搬時間検出器１０ｂから順次得られた伝搬時間信号１１ｂの時系列データとの相互相
関を演算することにより、相関式流量計測結果１８を出力する。
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【００２９】
判定器１９では、超音波流量計測結果１６から流量を求め、低流量では超音波流量計測結
果１６を、高流量では相関式流量計測結果１８を管路１を流れる流体の流量として出力す
る。
【００３０】
次に、信号処理回路１７において行われる相互相関演算の内容について説明する。まず、
管路１における流体の流れに乱れがあると、各超音波送受信器３ａ、３ｂにより測定され
る信号はこの乱れによって変調を受ける。このため、伝搬時間検出器１０ａおよび１０ｂ
から順次得られる伝搬時間信号１１ａおよび１０ｂの各時系列データは、この乱れに対応
した時間的変化を呈することになる。ここで、各超音波受信器３ａ、３ｂは、流体の流れ
方向に間隔を置いて配置されている。従って、伝搬時間信号１１ａの時系列データに特定
の乱れが現れると、これに対応した乱れが伝搬時間信号１１ｂの時系列データに現れるま
でには、流速に比例する時間遅れτを要することとなる。
【００３１】
すなわち、伝搬時間信号１１ａの時系列データの時間的変化を関数ｆ（ｔ）によって表し
、伝搬時間信号１１ｂの時系列データの時間的変化を関数ｇ（ｔ）によって表すものとす
ると、これらの関数ｆ（ｔ）およびｇ（ｔ）は、前記τの時間差に相当する位相差を持っ
たほぼ同一の波形の関数（厳密には、振幅が微少に減衰した波形の関数）となるのである
（図４参照）。
【００３２】
本実施形態における信号処理回路１７は、以上の事実を利用するものであり、上記ｆ（ｔ
）とｇ（ｔ－τ）との積を一定の区間（０～Ｔ）を時間を積分した下記式が最大となる場
合（すなわち、両関数の位相差が無くなる場合）のτ、すなわち、流体の乱れが送受信器
３ａに検出されてから送受信器３ｂに検出されるまで要する時間を求め、この結果に基づ
いて相関式流量計測結果１８を求める。
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３３】
なお、図２のタイミングチャートでは超音波送受信器２ａ、３ａが交互に発信、受信を行
っている状態を示しているが、相関演算処理においては、このうち一方向分の流れの乱れ
が検出できれば良い。このため、本実施形態においては、タイミング信号９がＨレベルの
時だけ伝搬時間信号を取り出して相互相関演算を行うようにしている。
【００３４】
Ｂ．第２の実施形態
図３は本発明の第２の実施形態による相関式流量計の構成を示すものであり、図４は伝搬
時間信号１１ａ、１１ｂから求められる時間ｔを変数とする関数ｆ（ｔ）およびｇ（ｔ）
を示し、図５は関数から求められる平均振幅と流量は比例することを示している。上記第
１の実施形態においては、判定器１９により流量の判定を行った。これに対し、本実施形
態では、判定器２０により上記関数ｆ（ｔ）またはｇ（ｔ）の平均振幅Ａを求め、この平
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均振幅Ａから流量ｖを求める。そして、低流量ではこのようにして求めた流量ｖを、高流
量では関数ｆ（ｔ）およびｇ（ｔ）の相互相関演算により求めた流量を、管路１を流れる
流体の流量として出力する。
【００３５】
Ｃ．第３の実施形態
図６は本発明の第３の実施形態による相関式流量計の構成を示すものであり、上記第１の
実施形態において、判定器１９に異常自己診断機能を加えたものを判定器２１とし、流速
信号１４ａおよび１４ｂに基づいて２つの流速差を求め、それがある一定値以上を示した
時をセンサの異常と判断して、全ての流速信号の入力を遮断して異常を知らせるようにし
ている。
【００３６】
Ｄ．第４の実施形態
上記第１の実施形態においては、伝搬時間検出器１０ａ、１０ｂにより、伝搬時間をそれ
に比例した電圧信号へと変換していた。これに対し、本実施形態による相関式流量計にお
いては、クロックをカウントすることにより伝搬時間計測を行い、そのカウント値（デジ
タル信号）を伝搬時間信号１１ａ、１１ｂとして出力する。このようにすることにより、
Ａ／Ｄコンバータを使用せずに相互相関演算を行うためのデジタル信号を得ることができ
る。
【００３７】
Ｅ．第５の実施形態
図７に本発明の第５の実施形態による渦流量計の構成を示す。
この図において、前述した図１の相関式流量計における各部に対応する部分には同一の符
号を付け、その説明を省略する。
【００３８】
図中、２２は渦発生体であり、管路１内に設けられ、同管路１に流体が流れたとき、この
渦発生体２２の後流にカルマン渦３０が発生する（図８、９参照）。そして、本実施形態
における超音波送受信器２ａおよび３ａは、管路１を挟み、かつこのカルマン渦３０の間
隔に略等しい距離だけ流れ方向にずらされて配設されている（図８、９参照）。
【００３９】
２３は伝搬時間検出器であり、タイミング回路５からのタイミング信号９と超音波検出器
７ａからの超音波パルス到達タイミング信号８ａを入力する。そして、タイミング信号９
がＬレベルになってから最初に超音波パルス到達タイミング信号８ａを受けるまでの時間
、すなわち、超音波送受信器３ａから超音波送受信器２ａへの超音波パルス１２ａの伝搬
時間を計測する。さらに、この伝搬時間をその長さに比例した電圧レベルに変換し、この
電圧信号を低域通過フィルタを通した後に伝搬時間信号２４として出力する。
【００４０】
２５は信号処理回路であり、伝搬時間信号２４を入力し、同信号２４の周波数を求め、そ
の周波数から流体の流量を算出し、その値を渦流量計測結果２６として出力する。
【００４１】
２７は伝搬時間差検出器であり、タイミング信号９と超音波パルス到達タイミング信号８
ａとを入力する。そして、タイミング信号９がＨレベルになってから超音波パルス到達タ
イミング信号８ａを受けるまでの時間、すなわち、超音波送受信器２ａから超音波送受信
器３ａへの伝搬時間と、タイミング信号９がＬレベルになってから超音波パルス到達タイ
ミング信号８ａを受けるまでの時間、すなわち、超音波送受信器３ａから超音波送受信器
２ａへの伝搬時間とをそれぞれ計測する。さらに、これらの伝搬時間の差を計算して、こ
の差から管路１内の流体の流量を求め、その値を超音波流量計測結果２８として出力する
。
２９は判定器であり、管路１内の流量が低流量の場合、超音波流量計測結果２８を、また
、高流量の場合、渦流量計測結果２６を流量として出力する。
【００４２】
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次に、このように構成された渦流量計の動作を説明する。
流体が管路１内を高流量で流れた場合、図８および図９に示した状態を繰り返すように、
渦発生体２２の後流に規則的な渦、いわゆるカルマン渦３０が交番的に発生する。そして
、このカルマン渦３０の発生にともない、管路１内には蛇行流が形成される。
【００４３】
この状態において、タイミング回路５からタイミング信号９が出力される。これにより、
第１の実施形態において前述したように、超音波送受信器２ａおよび３ａ間において一方
から他方へ超音波パルス１２ａが交互に伝搬され、受信された超音波パルスが制御回路４
ａを介して超音波検出器７ａへ入力される。
そして、超音波検出器７ａが、この超音波パルスの増幅および波形整形を行い、所定の値
以上の超音波信号を受信した場合に超音波パルス到達タイミング信号８ａを出力する。
【００４４】
次いで、伝搬時間検出器２３は、この超音波パルス到達タイミング信号８ａを受け、タイ
ミング信号９がＬレベルになってから最初に同超音波パルス到達タイミング信号８ａが入
力されるまでの時間、すなわち、超音波送受信器３ａから超音波送受信器２ａへの超音波
パルス１２ａの伝搬時間を計測する。そして、この伝搬時間に比例した電圧の伝搬時間信
号２４を出力する。
【００４５】
ここで、この伝搬時間信号２４は、図１０に示すような波形となる。
すなわち、蛇行流の流れ方向が、図８に示すように超音波送受信器３ａから超音波送受信
器２ａへの伝搬方向と逆方向となった場合、超音波パルス１２ａの伝搬時間が最も長くな
る。したがって、この場合、伝搬時間信号２４の電圧レベルは最大となる（図１０Ａ）。
【００４６】
一方、蛇行流の流れ方向が、図９に示すように超音波送受信器３ａから超音波送受信器２
ａへの伝搬方向と直角方向となった場合、超音波パルス１２ａの伝搬時間が最も短くなる
。したがって、この場合、伝搬時間信号２４の電圧レベルは最小となる（図１０Ｂ）。
【００４７】
そして、蛇行流は、図８に示す状態と図９に示す状態との間で徐々に、交互に変化してい
くので、伝搬時間信号２４が図１０に示すような波形に形成される。ここで、この伝搬時
間信号２４の周波数は、カルマン渦３０の発生周波数の１／２倍である。
【００４８】
このように形成された伝搬時間信号２４は、信号処理回路２５へ入力される。そして、こ
の信号処理回路２５は、同信号２４の周波数を求め、次いで、この周波数が渦発生体２２
の幅に反比例し、かつ流速に比例することから流速を算出する。さらに、この流速から流
量を計算し、その値を渦流量計測結果２６として出力する。
そして、判定器２９は、この渦流量計測結果２６を管路１を流れる流体の流量として出力
する。
【００４９】
また、流体が管路１内を低流量で流れた場合、渦発生体２２の後流には、層流が形成され
る。この場合、伝搬時間差検出器２７は、超音波パルス到達タイミング信号８ａとタイミ
ング信号９とを入力し、超音波送受信器２ａから超音波送受信器３ａへの超音波パルス１
２ａの伝搬時間と、その逆の経路で伝搬された超音波パルス１２ａの伝搬時間とをそれぞ
れ計測する。そして、これらの伝搬時間の差から管路１内の流体の流速を求め、さらにこ
の流速から流量を算出した後、その値を超音波流量計測結果２８として出力する。
そして、判定器２９は、この超音波流量計測結果２８を管路１を流れる流体の流量として
出力する。
【００５０】
以上のように、管路１内の流量が低流量の場合は超音波流量計測結果２８が、また、高流
量の場合は渦流量計測結果２６が流量として出力される。
なお、高流量の場合、蛇行流の流れ方向が超音波パルス１２ａの伝搬方向と直角方向にな
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った状態（図９）においては、カルマン渦３０が伝搬時間に与える影響が非常に小さくな
ることから、この状態における超音波パルス１２ａの伝搬時間差は管路１内の平均流速に
略比例する。したがって、このときの情報を基にして、伝搬時間信号２４に行うフィルタ
リング処理（図示せず）の定数を変更したり、判定器２９からの出力信号の切り換えを決
定するためのリファレンス信号として用いることが可能となる。
【００５１】
また、この実施形態においては、伝搬時間検出器２３は、超音波パルス１２ａが超音波送
受信器３ａから超音波送受信器２ａへ伝搬されたときの伝搬時間を検出するとしたが、こ
の逆の経路で伝搬されたときの伝搬時間を検出し、その長さに比例した電圧レベルの伝搬
時間信号２４を出力するとしてもよい。
【００５２】
さらに、超音波パルス１２ａは、超音波送受信器２ａ、３ａ間で常に交互に送受信される
としたが、高流量においてはどちらか１方向のみに伝搬され、カルマン渦３０の発生周波
数が一定の値以下に低下したことにより交互に送受信し始めるようにしてもよい。
【００５３】
【発明の効果】
　以上説明したように た、請求項 に記載の発明によれば、各センサからの検出信号
の相互相関を算出することにより流量を求める相互演算手段と、少なくとも１つのセンサ
における双方向の超音波パルス伝搬時間の差から流速を求める流速算出手段とを設けたた
め、流れの乱れが発生する高流量および乱れの持続しない微少流量の双方の検出をするこ
とができる。また、請求項 に記載の発明によれば、これら相互演算手段による流量およ
び流速算出手段による流量を切り替えて出力するようにしたので、低流量から高流量まで
の広い範囲での流量を計測することができる。さらに、請求項 に記載の発明によれば、
流速の時間的変化の振幅に基づいて流量を求めるので、信号のＳ／Ｎ比が低く各演算手段
が流量を算出するための演算が行えない状態においても流速を求めることができるという
効果が得られる。また、請求項 に記載の発明によれば、高流量においては相関演算手段
による流量を、また、低流量においては流量算出手段による流量を選択するので、これら
相関演算手段および流量算出手段のそれぞれに適した流量検出領域の流量値を出力するこ
とができる。さらに、請求項 に記載の発明によれば、いずれか１組のセンサが故障して
、相関式流量計が機能しなくなった場合に、異常を検知することが可能である。また

に記載の発明によれば、カルマン渦により周期的に変化を受ける送受信部間におけ
る超音波パルス伝搬時間の周波数から流量を求める第１の流量算出手段と、超音波パルス
の伝搬方向の違いから発生する伝搬時間差から流量を求める第２の流量算出手段とを設け
たので、カルマン渦が発生する高流量および同渦が生成できない微少流量の双方の検出を
することができる。そして、請求項 に記載の発明によれば、高流量においては第１の流
量算出手段からの流量を、また、低流量においては第２の流量算出手段からの流量を出力
するようにしたので、同一のセンサにより、高流量からカルマン渦の生成できない微少流
量までの広い範囲の流量を安定に計測することができる。それと共に、管路の漏れ等のわ
ずかな流量変化を検出することができるので、通常の渦流量計に漏れ検知機能を付加する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態の構成図である。
【図２】同実施形態の動作を示すタイミングチャートである。
【図３】本発明の第２実施形態の構成図である。
【図４】同実施形態における伝搬時間信号の説明図である。
【図５】同実施形態における流速の変化の平均振幅と流量の関係を示す図である。
【図６】本発明の第３実施形態の構成図である。
【図７】本発明の第５実施形態の構成図である。
【図８】同実施形態における渦発生体の後流に生成されたカルマン渦の様子を示す概念図
である。
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【図９】同実施形態における渦発生体の後流に生成されたカルマン渦の様子を示す概念図
である。
【図１０】同実施形態の動作を示すタイミングチャートである。
【符号の説明】
１　　　：管路（流路）
２ａ・ｂ：超音波送受信器（センサ）
３ａ・ｂ：超音波送受信器（センサ）
４ａ・ｂ：制御回路　　　　　　　　　　　　　　　　（以下、演算手段）
５　　　：タイミング回路
６　　　：パルス発振器
７ａ・ｂ：超音波検出器
１０ａ・ｂ：伝搬時間検出器
１３ａ・ｂ：伝搬時間差検出器（流速算出手段）
１５　　　：平均化回路
１７　　　：信号処理回路（相関演算手段）
１９　　　：判定器
２０　　　：判定器
２１　　　：判定器　　　　　　　　　　　　　　　　（以上、演算手段）
２２　　　：渦発生体
２３　　　：伝搬時間検出器（第１の流量算出手段）　（以下、演算手段）
２５　　　：信号処理回路（第１の流量算出手段）
２７　　　：伝搬時間差検出器（第２の流量算出手段）
２９　　　：判定器　　　　　　　　　　　　　　　　（以上、演算手段）
３０　　　：カルマン渦
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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