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明 細 苫
、流量計測装置とこれを用いたガス供給システム、ガス器具特定方法

技術分野

０００1 本発明は、各家庭でのガス供給管の入り口部分に設置され、ガス流呈を計測する

ガスメータに適用される流呈計測装置に関する。特にこのよぅなガスメータを応用して

、ガス器具別料金等の使用器具やその使い方に合わせた新料金やザ一ビスを提供

するために使用中のガス器具を判別する技術に関する。

背景技 術

０００2 一般的に各家庭にはガス供給ラインの入り口にガスの流呈計測装置を内藏したガ

スメータが取り付けられてぃる。またガス器具別に料金を設定する料金体系が実施さ

れている。従来のガスメータを用いてこのよぅな料金体系に対応する場合、ガスメータ

に接続された複数の積算装置を用いる。そして特定の時間使用された場合の積算流

呈や特定の範囲の流呈が使用されている場合の積算値を求める。すなわち時間区

分別流呈や流呈区分別流呈を求める。その積算値により料金体系が決められる。

０００3 料金体系の一例について図2０を用いて説明する。ガス器具別料金体系では予め

所定の割引流呈区分と所定の割引時間帯が設定され、その割引流呈区分かつ割引

時間帯に該当する流呈のガス料金が割引対象となる。すなわち図2０において斜線

で区分された部分が割引対象となる (例えば、特許文献 参照 )。

０００4 しかしながら、この方法では、器具の特定判断が暖昧である。そのため、特定器具

に対して料金を課金する等の、消費者によりわかりやすく利便性のある料金設定を行

ぅことは困難である。そこで、特定の器具を判別するための方法として、以下に示すよ

ぅな方法が提案されている。

０００5 図2 は、あるガス器具の起動時のガス流呈変ィヒプロファイルとそのプロファイルをも

とにプロファイルマッチングを行ぅための参照値 (プロファイルテーブル)を示す。この

プロファイルテーブルを用い、ガスメータの流呈計測装置により計測された流呈値の

変化とプロファイルテーブルを常に比較しながらマッチングするものを抽出することで

、ガス器具が特定される (例えば、特許文献2参照 )。すなわちこ



ブルは つのガス器具の燃焼制御に伴って発生する一連のガスの流呈変化プロファ

イル分用意する必要がある。また各家庭で使われているガス器具の総台数分必要に

なる。

０００6 上記従来の構成においてガス器具の停止を判定する場合、流呈変化があったこと

を検知してガス器具の停止の有無が半帖 される。しかしながら、ガス器具が複数台動

いている場合、どのガス器具が停止したのかを判別することは、場合によっては困難

である。すなわち一般的には各ガス器具の動作流呈が正確に把握されていれば、停

止により減少した流呈と動作流呈とを比較すればどのガス器具が停止したのかを判

別することができる。しかしながら、たまたま2台のガス器具の動作流呈がほぼ同じ場

合、停止を誤判定する可能性が高くなる。そのためそのガス器具で使われた流呈の

判別精度が低下するといぅ課題を有している。

特許文献 1 :特開2００2 4 2 号公報

特許文献2 :特開2００3 4 9０27号公報

発明の開示

０００7 本発明は、複数台のガス器具が動作中に 台の器具が停止し、その器具の判定が

困難であった場合でも、流呈の判定精度を極力高くすることを可能とした流呈計測装

置である。本発明の流呈計測装置は、流呈計測部と器具登録部と演算部と判定部と

第 器具判別部と第2器具判別部とを有する。流呈計測部は流路内を流れるガス流

呈を計測する。器具登録部はこの流路に接続された第 ガス器具、第2ガス器具のそ

れぞれの、少なくとも起動時のガス流呈変化プロファイルと、第 ガス器具、第2ガス

器具のそれぞれに特有の制御に某づくガス流呈変化プロファイルとを記憶する。演

算部は流呈計測部から出力される流呈値データの差分値を求める。判定部は演算

部で求めた差分値と予め設定した変化判定値とを比較し、差分値が変化判定値より

大きいとき、第 ガス器具、第2ガス器具の状態が変化したと判定する。第 器具判別

部は流呈計測部が計測したガス流呈変化プロファイルと、器具登録部に記憶された

起動時のガス流呈変化プロファイルとを比較することで、起動している第 ガス器具、

第2ガス器具を特定する。また流呈計測部の計測したガス流呈の変化から演算部は

差分値を求め、算出された差分値から判定部は第 ガス器具と第2ガス器具のいず



れか一方の停止を検知する。すると、第2器具判別部は停止検知時点以降のガス流

呈変化プロファイルを器具登録部に記憶された制御に某づくガス流呈変化プロファ

イルと比較する。これにより、使用中のガス器具を特定するとともに、第 器具判別部

が起動していると判断したガス器具のぅち停止したガス器具を特定する。

０００8 また本発明の他の流呈計測装置は、上述と同様の流呈計測部と器具登録部と第

器具判別部と、流呈記憶部と第2器具判別部とを有する。流呈記憶部は総ガス流呈

変化プロファイルを記憶する。流呈計測部が、ガス流呈がなくなったことを検知すると

、第2器具判別部はガス流呈がなくなった時点から遡って流呈記憶部が記憶してい

るガス流呈変化プロファイルと器具登録部に記憶された制御に某づくガス流呈変化

プロファイルとを比較する。このよぅにして後から停止したガス器具を特定する。そして

第 器具判別部が起動していると判断したガス器具のぅち先に停止したガス器具を特

定する。

０００9 本発明の流呈計測装置は、複数のガス器具が動作中に 台のガス器具が停止し、

その器具の判定が停止時のガス流呈変化だけでは困難な場合でも、ガス器具を特

定することできる。また、ガス器具判別を精度よく行ぅことができるためガス事業者等が

用意した新料金メニューなどを利用することができる。また、ガス器具判別機能の更

新はガスメータの仕様を変えることなく行えるため、将来的な機器機能のメンテナンス

も容易に行ぅことも可能である。

図面の簡単な説明

００1０ 図 図 は本発明の実施の形態における流呈計測装置の構成を示す機能ブロック

図である。

図2 図2は図 に示す流呈計測装置の流呈計測部の構成図である。

図3 図3は図 に示す流呈計測装置におけるガス器具の起動判別のフローチャート

である。

図4 図4は図 に示す流呈計測装置における計測流呈値と差分値の関係を示す特

性図である。

図5 図5は図 に示す流呈計測装置における起動判定値の一例を示すテーブルで

ある。



図6A 図6 は図 に示す流呈計測装置におけるガス流呈波形の概念図である。

図6B 図6 は図 に示す流呈計測装置におけるガス流呈波形の概念図である。

図7A 図7 は図 に示す流呈計測装置におけるガス流呈の差分波形の概念図であ

る。

図7B 図7 は図 に示す流呈計測装置におけるガス流呈の差分波形の概念図であ

る。

図8 図8は図 に示す流呈計測装置におけるガス器具の流呈制御判別のフローチ

ャートである。

図9 図9は図 に示す流呈計測装置における流呈制御判別の判定値の一例を示す

テーブルである。

図1０図 ０は図 に示す流呈計測装置におけるガス器具の停止判別のフローチャ
ートである。

図11 図 は図 に示す流呈計測装置における計測流呈値と差分値の関係を示す

特性図である。

図12 図 2は図 に示す流呈計測装置における複数器具動作における流呈概念図

である。

図13 図 3は図 に示す流呈計測装置における引き続き使用中のガス器具を特定

するためのフローチャートである。

図14 図 4は図 に示す流呈計測装置におけるガス器具特定の一例を示す流呈波

形概念図である。
。図15 図 5は図 に示す流呈計測装置におけるガス器具特定の一例を示すテ一フ

ルである。

図16 図 6は図 に示す流呈計測装置におけるガス器具特定の他の例を示すテー

ブルである。

図17 図 7は図 に示す流呈計測装置におけるガス器具特定の他の例を示す流呈

波形概念図である。

図18 図 8ほ図 に示す流呈計測装置における、複数ガス器具動作時の流呈区分

概念図である。



図19 図 9は図 に示す流呈計測装置における、複数ガス器具の停止時の積算流

呈算出のフローチャートである。

図2０図2０は従来の流量計測装置のガス器具毎の積算流呈判別方法を説明する

ための概念図である。

図2 1 図2 は従来の流量計測装置のガス器具毎の積算流呈判別方法におけるデ

ータ構成の一例を示す図である。

符号の説明

流呈計測装置

2 ガス遮断弁

3 流呈計測部

4 表示部

5 感震器

6 演算部

7 器具登録部

8 第 器具判別部

8 第2器具判別部

9 器具流呈積算部

０ 流呈記憶部

０ 確定流呈記憶部

０ 未確定流呈記憶部

制御部

2 計測流路

3 4 超音波送受信器

5 流路

6 判定部

7 計時部

2０ ガス供給管

3 32 33



4０ 部分

発明を実施するための最良の形態

００12 以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。しかしながら本発明は

以下の実施の形態に限定されるものではない。

００13 図 は本発明の実施の形態における流呈計測装置の構成を示す機能ブロック図で

ある。流呈計測装置 はガス供給管2０の途中に設けられ、その下流側の流路 5で

ある配管には各需要家宅内に設置された2台以上のガス器具である器具3 ～33が

接続されている。器具3 ～33はそれぞれ流路 5に接続された第 ガス器具、第2ガ

ス器具、第3ガス器具である。

００14 流呈計測装置 内部にほ、流路 5内に設けられたガス遮断弁2、流呈計測部3、表

示部4、感震器5、演算部6、制御部 が設けられている。流呈計測部3は流路 5内

を流れるガス流呈を計測し検出した流呈信号を制御部 へ送る。制御部 は演算

部6へ流呈信号を送り、演算部6はこの流呈信号を演算処理して使用ガス流呈を求

める。また演算部6は流呈計測部3から出力される流呈値データの差分値を求める。

そして制御部 は、求められた使用ガス流呈は月別使用呈あるいは積算総使用呈

等、任意の表示形態で表示部4を介して表示する。感震器5は地震などの振動を検

出し、感震器5が所定値以上の振動を検知すると制御部 はガス遮断弁2を作動さ

せ流路 5を遮断する。

００15 さらに流呈計測装置 ほ、器具登録部7、判定部 6、第 器具判別部8 、第2器具

判別部8 を内藏している。器具登録部7は器具3 ～33のそれぞれの、少なくとも起

動時のガス流呈変化プロファイルと各ガス器具に特有の制御に某づくガス流呈変化

プロファイルとを記憶する。ここでガス流呈変化プロファイルとは、後述するガス流呈

の差分値、絶対流呈の変化呈、流呈を時間軸に対してプロットした場合の流呈変化

形状、あるいは流呈変化の周期性などを含む。そして流呈変化形状は、短時間にお

ける形状と長時間における形状を含む。短時間における流呈変化形状は、オーバー

シュート、傾き (変化率)や制御値などを含む。またガス器具に特有の制御の具体例

については後述する。

００16 判定部 6は演算部6で求めた差分値と予め設定した変化判定値とを比較し、差分



値が変化判定値より大きレ吐き、器具3 ～33の少なくともいずれかの状態が変化し

たと判定する。第 器具判別部8 は流呈計測部3が計測したガス流呈変化プロファ

イルと、器具登録部7に記憶された起動時のガス流呈変化プロファイルとを比較する

ことで、起動しているガス器具を特定する。また演算部6の求めた差分値から、判定

部 6は器具3 ～33のいずれかが停止したことを検知する。第2器具判別部8 はこ

の停止検知時点以降のガス流呈変化プロファイルを器具登録部7に記憶された各ガ

ス器具に特有の制御に某づくガス流呈変化プロファイルと比較する。これにより、使

用中のガス器具が器具3 ～33のいずれであるかを特定する。そして第 器具判別

部8 が起動していると判断したガス器具のぅち停止したガス器具がどれであるかを

特定する。

００17 このよぅにガス器具 台だけが使用され続けている状況においてガス流呈変化プロ

ファイルから使用中のガス器具を特定し、その前に停止したガス器具を特定する。そ

のため、誤判別が起こる可能性のある停止の判定部分でも確実に各ガス器具の使用

と停止とを判別することができる。具体的には例えば器具3 と器具32が起動すれば

第 器具判別部8 はこれらの器具が起動したことを特定する。そして先に器具3 が

停止すれば、第2器具判別部8 は例えば器具32が使用中であることを特定するとと

もに、停止したのが器具3 であることを特定する。

００18 より具体的には、さらに器具流呈積算部9と流呈記憶部 ０が設けられている。器具

流呈積算部9は第 器具判別部8 により半帖 されたガス器具毎に使用流呈を求める

。流呈記憶部 ０は、確定流呈記憶部 ０ と未確定流呈記憶部 ０ を有するととも

に器具流呈積算部9で求めたそれぞれの積算流呈を記憶する。これらの機能につい

ては後述する。なお制御部 は各部を有機的に関連付けて制御することでガス器

具判別機能を有効に作用させたり、各種典常処理を実行したりする。また、それらの

動力源となる電池 (図示せず)も内藏されている。

００19 器具登録部7には、流呈変化が起こったかどぅかの判別某準となる変化判別値と各
。器具の一連の燃焼状態の変化点 (起動、制御、停 )での判別値がガス流呈変化フ

ロファイルとして記録されている。器具登録部7には半導体メモり以外に、記録の迫加

、菩き換えができるものであれば、磁気記録媒体その他でも構成可能である。



００2０ 流呈計測部3は、瞬時流呈計測器としての超音波流呈計を含んでいる。超音波流

呈計を含むことにより、一定時間毎の瞬時計測を容易に行ぅことができる。しかしなが

ら流呈計測部3はこれに限定されない。計測方式としては、他の流呈計測方式でもフ

ルディック方式などの短時間に一定ザイクルで連続計測可能であれば使用可能であ

る。

００2 1 ここで、流呈計測部3を構成する超音波方式の流速計測に関して図2を用いて説明

する。図2は本実施の形態による流最計測装置の流最計測部の構成図である。流路

5内に設けられた計測流路 2は矩形断面を有し、計測流路 2のガスの流れる方向

と直角方向にある壁面にほ計測流路 2を挟んで一対の超音波送受信器 3 4が

設けられている。超音波送受信器 3 4 は計測流路 2の上流側と下流側で角度 め

を有して斜めに対向して装若されている。そして、流呈計測部3の計測制御部 (図示

せず) は、超音波送受信器 3 4間で交互に超音波を送受信させる。これにより計

測制御部は、流体の流れに対して順方向の超音波の伝搬時間と逆方向の超音波の

伝搬時間との差を、一定時間間隔を置いて計り、伝搬時間差信号として出力する。こ

の伝搬時間差信号を受けて流呈計測部3は被計測流体の流速及び流呈を算出する

００22 演算式を下記に示す。図2において は測定距離であり、 を上流からの伝達時間

2を下流からの伝達時間、cを音速とすると、流速 は ( )式で求めることができる

００23 数

2 c o S ) X ( ) ( 2 ) ( )

００24 計測の時間間隔は超音波の送受信が可能な範囲で設定できるが、本実施の形態

では2秒間隔で計測を行っている。さらに時間間隔を小さくすることは測定原理上可

能である。ガス器具によっては2秒より短時間で起動する器具もあるため、測定時間

間隔を 、さくすることは器且判別を瞬時に行ぅ点では有利となる。例えば従来のガス

メータで使用している膜式方式では、計測間隔が2桁オーダーの秒数間隔である。

一方、計測間隔を短くすると電池の消耗が大きくなるなどの課題がある。また計測間

隔が2桁オーダーの秒数間隔になると、以下に説明するアルゴリズムにおいて流呈



変化の差分からガス器具の状態変化を判断することが困難になる。このよぅな理由を

考慮し、コストや器具判別の性能面からバランスのよい時間として本実施の形態では

2秒間隔で計測を行っている。

００25 次に、ガス器具の動作の判別手順について図3を用いて説明する。図3は本発明

の実施の形態による流呈計測装置における起動判別動作のフローチャートである。

００26 流呈計測装置 は上述のよぅに2秒間隔でガス流呈を計測し、そのデータを演算部

6に送る ( )。演算部6は2秒毎の流最の差分データを出カする (S０2)。この差分

データは逐次、制御部 に設けられた比較判定部 (図示せず) に送られ、器具登録

部7に登録されている変化判定値との比較を行っている (5０3)。この比較結果にお

いて差分値が略０の状態から変化判定値を超えた場合、制御部 はいずれかの器

具3 ～33が起動したと判断する。

００27 図4に具体的なガス器具使用時のガス流呈の変化と差分値の変化を示す。実線が

流呈計測部3により測定されたガスの流呈値を示し、破線がそのときの微分値、すな

わち、2秒毎の差分値を示す。ガス器具の起動時には、差分値はブラス側にピークを

もって表現され、停止時にはマイナス側にピークをもって表現される。そして図3に示

すよぅに差分値の変化がある変化判定値以上の場合、第 器具判別部8 はガス器

具の起動判定値と差分値の変化の大きさを比較し(5０4) 、一致した起動判定値に対

応するガス器具が起動したと特定する (S０5)

００28 器具登録部7に登録されている起動判定値の参照テーブルの例を図5に示す。器

具 は例えばファンヒータであり、器具 は例えばガスコンロである。また器具Cは例

えば床暖房であり、器具 は例えば給湯器である。

００29 次にガスの燃焼呈変化に伴ぅ状態変化の判定について説明する。ガス器具におい

て、ガスの燃焼呈を変ィヒさせる制御動作があった場合、ガス流呈が変化する。図6

、図6 に示すよぅにその変化プロファイルはガス器具により、それぞれ特徴を有する

。特に変化時間はガス器具の制御の方式により典なるため、その変化時間を特定す

ることで器具を特定できる。なお図6 は図5における器具 の変化プロファイル、図6

は器具 の変化プロファイルを示す。

００3０ 図7 、図7 はそれぞれ図6 、図6 のデータの差分値を示す。なお マークはヵ



ウント発生ボイントを示し、2秒ごとに差分値の絶対呈が所定以上ある箇所を指す。制

御部 は の数をカウントする。

００3 1 図8のフローチヤートに示すよぅに上記した差分値のデータは順次、第 器具判別

部8 に送られ、第 器具判別部8 はこの差分データを器具登録部7に登録されて

いる判定値と比較する (S 3)。差分値が負の値で、かつ判定値 より大きいか、ま

たは正の値で、かつ判定値 より 、さい場合 ( es) 、制御部 の図示しないカウン

タが作動する (S 4)。そして制御はS０2に戻り、次回以降の差分値も判定値を連続

して越えている間は2秒毎にカウンタの計測数が増分される。

００32 ガス流呈の変化が無くなり差分値が判定値以下になれば ( o)、制御部 はS 5

でカウント数が0でないことを確認して、それまでカウントされた数を出力する。第 器

具判別部8 はその数を器具登録部7に登録された参照テーブルと比較し(S 6 、

どのガス器具に状態変化であったか判断する (5 7)。器具登録部7には例えば図9

に示すよぅな値が記憶されている。なお、図8におけるQ Q は流呈変化を起動、

停止と制御とを区分するためのしきい値であり、その値は使用器具により決まってい
る。

００33 このよぅに、一且、ガス器具の起動が確認されると、流呈変化があった場合でも流呈

変化したガス器具が特定できる。しかも流呈変化前後の流呈変化呈を求めることがで

きる。そのため、演算部6により判定されたガス器具の変化前のガス流呈に対して、器

具流呈積算部9は特定した変化流呈を加減算し、特定器具の流呈を常に確定させる

(S 8)。したがって、使用しているガス器具が複数台あってもどのガス器具がどれだ

けガス最を使っているか正確に求めることが可能である。すなわちガス器具ごとの使

用ガス最は、瞬時の使用流呈値を演算部6が計算する差分値の加算により求めてい
る。

００34 次に停止時の判別について図 ０のフローチヤートを用いて説明する。差分値が負

の値で、停止判別の某準値Q 以下になった場合、ステッ S０3を経て、第2器具判

別部8 はガス器具の停止判定値と差分値の大きさを比較する (524) 。そしてその差

分値の絶対呈に近い値で動作していたとされるガス器具を停止候補とし(525) 、停

止判定値に対応する器具が停止したと特定する (526) 。このよぅな停止判定値は器



具登録部7に記憶されている。

００35 例えば図 のグラフは、器具3 3 2 33を同時に使用した時の流呈値と差分値を

示す。このよぅに複雑な流呈変化プロファイルでも第 器具判別部8 、第2器具判別

部8 は、器具3 32 33の起動時と停止時の変化を読み取ることができる。なお第

器具判別部8 、第2器具判別部8 は一体に構成してもよい。

００36 なお、制御部 は判別結果の情報を表示部4に表示する。あるレ ま、制御部 は

、外部の端末機 (図示せず)へこの情報を伝送し表示してもよい。また、外部の端末

機への情報伝送の通信は有線、無線いずれの構成も可能である。

００37 しかしながら、2つのガス器具の停止判定値が近い場合、第2器具判別部8 はどち

らのガス器具が停止したか、誤判断する可能性がある。図 2は2つのガス器具が動

作しているときに測定される流呈変化の概念図を示す。なお、各ガス器具の起動判

別動作の説明は上述の通りであるので省略する。

００38 2つの器具3 32が動作していて図 2に示すよぅに器具32が停止した場合に、

時点での動作中の器具3 32の流呈がほぼ等しく、どちらが停止したか判断しづら

い場合がある。このよぅな場合、第2器具判別部8 は上述の方法とは典なる方法で

停止したガス器具を特定する。その一例を、図 3のフローチャートを用いて説明する

００39 第2器具判別部8 は 時点以降のガス流呈変化プロファイルを器具登録部7に記

憶された停止時におけるガス流呈変化プロファイルと比較する。まず第2器具判別部

8 は制御判定において説明したよぅに、器具登録部7に記憶された制御に某づくガ

ス流呈プロファイルの有無を調べる (S 4 )。具体例を、図 4を用いて説明する。図

4では器具3 がファンヒータ、器具32がガスコンロである。ファンヒータである器具3

のガス使用流呈は、例えば部分4０のよぅに、なだらかに変化する。このよぅにガス器

具特有のガスの燃焼制御に伴ぅガス流呈プロファイルが現れた場合、第2器具判別

部8 はそのガス流呈プロファイルを有するガス器具が動作していると判断する。具体

的には器具登録部7にガス器具毎のガス流呈の制御登録値を記憶させておき、第2

器具判別部8 はそれを実際のガス流呈変化と比較する。

００4０ 次にこのよぅな制御に某づくガス流呈プロファイルが現れない場合、第2器具判別



部8 はその時点のガス流呈を器具登録部7に記憶されたガス器具ごとの使用流呈

範囲と比較する (542) 。そして一致する使用流呈範囲に対応するガス器具が動作し

ていると判断する。器具登録部7には図 5に示す参照テーブルが記憶されている。

このよぅに、ガス器具の種類によって使用流呈範囲は決っている。

００4 1 例えば流呈計測部3の計測流呈が3０ であった場合、ガスコンロ単体での使用

しか有り得ない流呈であるので、この場合もガス器具を特定できる。

００42 しかしながら、流呈計測部3の計測流呈が ００ であった場合、第2器具判別

部8 は動作中のガス器具が器具 であるか器具 であるか判断できない。このよぅな

場合、第2器具判別部8 は、図 6に示すよぅな各ガス器具の使用流呈範囲と連続

使用時間で区分されるテーブルを、図 7に示す各ガス器具が起動してから停止する

までの時間とを比較する (543) 。このよぅに各ガス器具が起動してから停止するまで

の時間を計測するために、図 に示す計時部 7を設けることが好ま 、。すなわち計

時部 7は第 器具判別部8 により各ガス器具が起動したと判断した時点から、それ

らのガス器具の使用継続時間を計測する。第2器具判別部8 は、計時部 7の計測

した使用継続時間により使用中のガス器具を特定する。このよぅにガスの使用継続時

間をガス流呈変化プロファイルとして用いることができる。そして、停止判別に誤りが

あっても訂正することが可能となりガス器具の計算流呈精度を向上することができる。

００43 以上のよぅな構成により第2器具判別部8 はガス器具停止検知時点以降のガス流

呈変化プロファイルを器具登録部7に記憶されたガス器具特有の制御に某づくガス

流呈変化プロファイルと比較する。そして使用中のガス器具が器具3 32のいずれ

であるかを特定する。すなわち、図 4に示す制御プロファイルや図 5、図 6に示す

参照テーブルは器具登録部7に記憶されたガス器具特有の制御に某づくガス流呈

変化プロファイル (制御登録値)である。なお、上記の判別方法は一例であり、例えば

順序を入れ替えてもよい。またどれか つだけを実施してもよい。

００44 すなわち器具登録部7がガス流呈変化プロファイルとして、各ガス器具のガス流呈

の制御登録値と、使用流呈範囲との少なくともいずれかを記憶している。そして第2

器具判別部8 はガス流呈の制御登録値と使用流呈範囲との少なくともいずれかを

用いて使用中のガス器具を特定する。このよぅにガス流呈変化プロファイルとして具



体的には上述の判定某準を用いることができる。そして、停止判別に誤りがあっても

訂正することが可能となりガス器具の計算流呈精度を向上することができる。

００45 なお上述の構成では、流呈計測部3の計測したガス流呈の変化から演算部6が差

分値を求め、算出された差分値から判定部 6がガス器具の停止を検知する。そして

第2器具判別部8 は、判定部 6による停止検知時点以降のガス流呈変化プロファ

イルを器具登録部に記憶されたガス器具特有の制御に某づくガス流呈変化プロファ

イルと比較する。しかしながら本発明はこの構成に限定されない。

００46 図 のよぅに流呈記憶部 ０を設け、流呈記憶部 ０が総ガス流呈変化プロファイル

を記憶する構成でもよい。この場合、流呈計測部3が、ガス流呈がなくなったことを検

知すると、第2器具判別部8 はガス流呈がなくなった時点から遡って流呈記憶部 ０

が記憶している総ガス流量変化プロファイルと器具登録部7に記憶された制御に某

づくガス流呈変化プロファイルとを比較する。このよぅにして、後から停止したガス器

具を特定する。そして第 器具判別部8 が起動していると判断したガス器具のぅち先

に停止したガス器具を特定する。なお起動判別には、演算部6がガス流呈の差分値

を求め、判定部 6がいずれかのガス器具が起動したことを検知するとしたが、必ずし

もこの構成は不可欠ではない。図 に示すよぅに大幅な流呈増加があった場合に起

動判別をすることもできる。

００47 この構成でもガス器具が 台だけ使用されている状況においてガス流呈変化プロフ

ァイルから使用中のガス器具を特定し、その前に停止したガス器具を特定する。その

ため、誤判別が起こる可能性のある停止の判定部分でも確実に各ガス器具の使用と

停止とを判別することができる。

００48 しかしながら演算部6がガス流呈の差分値を求め、判定部 6を設け、いずれかのガ

ス器具が起動したことを検知することが好ま 、。この構成により判定部 6がいずれ

かのガス器具の停止を判定できる。そのため、さらに精度よく各ガス器具の使用と停

止とを判別することができる。また判定部 6がガス器具のいずれか一方が停止したこ

とを判定した場合、流呈記憶部 ０はその時点以降の総ガス流呈変化プロファイルを

記憶するよぅにしてもよい。この構成では判定部 6がいずれかのガス器具の停止を

判定できる。そのため流最記憶部 ０はその前後で総ガス流呈変化プロファイルを記



憶していればよくなる。すなわち流呈記憶部 ０は必ずしもガス流呈がなくなるまで総

ガス流呈変ィヒプロファイルを記憶する必要がなくなる。そのため流呈記憶部 ０の記

憶容呈を 、さくすることができる。

００49 次に上述のよぅに停止時のガス器具判別が困難な場合に、各ガス器具の使用ガス

最 (積算流呈)を確定する方法を説明する。

００5０ ガス器具の停止判別を間違った場合、ガス器具ごとの使用した流呈の判定を誤るこ

とになる。そのため本実施の形態では、一且、図 8に示すよぅに、全ての動作中のガ

ス器具の積算流呈をいずれかのガス器具が停止した 時点で確定させる。そして

時点以後さらに流呈が計測されている場合はいずれかの器具が作動中であるためそ

の積算流呈を未確定値とする。そして上述のよぅに別のロジックで未確定値がどのガ

ス器具で使用されているガス最なのかを後で確定する。

００5 1 このよぅにすることで、少なくとも 時点までの各ガス器具の使用積算流呈は正確に

担保できる。さらには 時点以降の使用ガス器具についても第2器具判別部8 によ

り確定させることができる。そのため停止によるガス器具の誤判別による使用積算流

呈の判別精度低下を防ぐことが可能となる。

００52 次に、未確定流呈の確定方法について図 9のフローチャートを参照して説明する

。複数のガス器具動作中に流呈変化が起こり、演算部6により計算されている差分値

が停止の判別に合致し、器具停止が発生した場合、まず器具の停止候補を決める必、

要がある。これには前述のとおり、第2器具判別部8 が発生した差分値の大きさと各

ガス器具の停止判定値とを比較する (524) 。この時点で器具候補が複数なければ

器具を特定して制御は終了する (536) 。器具候補が複数ある場合、差分値の大きさ

に近い停止判定値に対応するガス器具が停止したと判断し、それ以外のガス器具は

継続して使用されていると見なす。それらのガス器具については、器具流呈積算部9

が引き続き流呈を加算 (積算 )し続ける。停止した器具については、その時点で流呈

を積算しなくなる。

００53 時の差分値の大きさとほぼ同一の停止判定値が2つ有る場合、どちらのガス器

具を停止候補とするか判定するのは差分値だけでは困難である。そのため、判定部

6がガス器具のいずれかの停止を判定した時点で、一且、その2つのガス器具のそ



の時点までの積算流呈を確定させる (確定値)。そして確定流呈記憶部 ０ がガス

器具毎の積算流呈を確定値として記憶する (537) 。未確定流呈がなければ全器具

が停止したと判断する (539)

００54 この時点でどのガス器具の流呈かわからない未確定流呈が つ発生すると、この流

呈についてはどの器具のものか判定できるまでその積算値を未確定流呈記憶部 ０

が未確定値として記憶する。そして未確定値がどのガス器具の使用ガス最であるか

判定するための再判別が開始される。すなわち第2器具判定部8 が上述のよぅに使

用中のガス器具、すなわち未確定値に起因するガス器具を特定する (S4０)

００55 確定流呈記憶部 ０ には、流路 5に接続されたガス器具の数だけ記憶領城が確

保されている。そして各記憶領城は各ガス器具に帰属された確定値を記憶する。未

確定値は未確定流呈記憶部 に保持される。再判別により未確定値の帰属する

ガス器具が特定された後、制御部 は、確定流呈記憶部 で既に確定されてい
るガス器具の確定値に未確定値を加算する。すなわち流呈記憶部 ０の確定流呈記

憶部 の中身を菩き換える。

００56 以上のよぅに、確定流呈記憶部 は複数のガス器具が同時に使用されていると

きに、判定部 6がガス器具のいずれかの停止を判定した時点で、第 器具判別部8

が起動したと判定していたガス器具のそれぞれの積算流呈を確定値として記憶す

る。未確定流呈記憶部 は停止判定時点から継続して流呈計測部3の計測値が

所定流呈以上の場合、その流呈積算値を未確定値として記憶する。そして第2器具

判別部8 は、流呈計測部3が未確定値を計測した場合に、未確定値に起因するガ

ス器具を特定する。このよぅに停止判定時点までのガス器具別の使用流呈を一且確

定値として記憶する。そのためガス器具毎の積算ガス流呈の測定精度が向上する。

００57 そして制御部 は未確定流呈記憶部 に未確定値が記憶され、第2器具判別

部8 が使用中のガス器具を特定した場合、未確定値を確定流呈記憶部 におけ

る使用中のガス器具の積算流呈に加算する。このよぅにガス器具の一方の停止が判

定され、かつそれ以降、まだ継続して器具が使われていると判断された場合、器具流

最積算部9は再度使用流最を積算する。そして使用しているガス器具が再度、確認

されれば制御部 は改めて計測していた流呈を元の確定した流呈に加算する。この



ように娯判別か起こる可能性のある停止の判定部分てそれまて刊っていた使用流呈

を順吹確定して行くため、カス器具毎の積算カス流呈の側定栢度か向上する。また

停止判別を娯甜して判断不能の流呈値も記盾させて残せるため、ンステムとしての

信頼性を向上することかてきる。

００58 このようにして、本実施の形態においては、機器別、機能別のカス使用呈を算出す

ることか可能てある。さらには機器・機能別の使用カス流呈に対して個別の科企か探

企てきるように個別流最に対する料企演算部 (図示せす)を投けることてカス事業者

の投定により器具・機能別の任首の科企を算出することも可能てある。

００59 また、提供しうるザ一ヒスの例として、一つに新たなカス科企体系として、暖房器具

たけに割引制度を適用することか考えられる。このような制度は伯費者にカス科今に

割安感を与え、暖房機の長時間使用によりカス事業社のカス拡販及ひ更には機器

の増販に繋けることもてきる。すなわち本実施の形態による流呈計側装置 をカ ィス 共

給管2０に接続してカス供給ンステムを構築することて、カス事業者か用首した新村

企メニューなとを利用することかてき、カス拡販やカス器具拡販を図ることか可能とな

る。

００6０ なお未確定流呈記盾部 ０ に所定最以上の値か記盾されている場合に、第2器

具判別部8 か未確定値に起因するカス器具を特定することか好ましい。このように

すれは未確定値か微小なカスの侃洩やノイスによるものてはなくカス器具の使用に

よるものてあることか判定てきる。そのため、第2器具判別部8 によるカス器具特定

の娯判定を防止することかてきる。

００6 1 なお起動判定には図6、図7を用いて挽明した差分のカウント数を用いてもよい。

産業上の禾 用可能，生

００62 本発明の流呈計側装置は、複数のカス器具か動作中に少なくとも 台の器具か停

止し、その器具の判定か困難てあった場合ても、流呈の判定栢度を極力高くすること

かてきる。そのため、器具判別清報を用いた保安機能や各種ザ一ヒスに利用するこ

とかてきる。



請求の範囲

流路内を流れるガス流呈を計測する流呈計測部と、

前記流路に接続された第 ガス器具、第2ガス器具のそれぞれの、少なくとも起動時

のガス流呈変化プロファイルと、前記第 ガス器具、前記第2ガス器具のそれぞれに

特有の制御に某づくガス流呈変化プロファイルとを記憶する器具登録部と、

前記流呈計測部から出力される流呈値データの差分値を求める演算部と、

前記演算部で求めた差分値と予め設定した変化判定値とを比較し、前記差分値が

前記変化判定値より大きいとき、前記第 ガス器具、前記第2ガス器具の少なくともい

ずれかの状態が変化したと判定する判定部と、

前記流呈計測部が計測したガス流呈変化プロファイルと、前記器具登録部に記憶さ

れた起動時のガス流呈変化プロファイルとを比較することで、起動している前記第

ガス器具、前記第2ガス器具を特定する第 器具判別部と、

前記流呈計測部の計測したガス流呈の変化から前記演算部が差分値を求め、算出

された差分値から前記判定部が前記第 ガス器具と前記第2ガス器具のいずれか一

方の停止を検知すると、停止検知時点以降のガス流呈変化プロファイルを前記器具

登録部に記憶された制御に某づく前記ガス流呈変化プロファイルとを比較することで

、使用中のガス器具を特定するとともに、前記第 器具判別部が起動していると判断

したガス器具のぅち停止したガス器具を特定する第2器具判別部と、を備えた、

流呈計測装置。

2 前記器具登録部はガス流呈変化プロファイルとして、前記第 ガス器具、前記第2ガ

ス器具のそれぞれのガス流呈の制御登録値と使用流呈範囲との少なくともいずれか

を記憶しており、前記第2器具判別部は前記ガス流呈の制御登録値と前記使用流呈

範囲との少なくともいずれかを用いて前記使用中のガス器具を特定する、

請求項 記載の流呈計測装置。

3 前記第 器具判別部により前記第 ガス器具、前記第2ガス器具が起動したと判断し

た時点から、前記第 ガス器具、前記第2ガス器具の使用継続時間を計測する計時

部をさらに備え、前記第2器具判別部は、前記計時部の計測した前記使用継続時間

により前記使用中のガス器具を特定する、



請求項 記載の流呈計測装置。

4 前記第 器具判別部により判男 された前記第 ガス器具、前記第2ガス器具毎に使

用流呈を求める器具流呈積算部と、

前記器具流呈積算部で求めたそれぞれの積算流呈を記憶する流呈記憶部と、をさ

らに備え、

前記流呈記憶部は、

前記第 ガス器具、前記第2ガス器具が同時に使用されているときに、前記判

定部が前記第 ガス器具、前記第2ガス器具のいずれかの停止を判定した時点で、

前記器具流呈積算部が起動したと判定していた前記第 ガス器具、前記第2ガス器

具のそれぞれの積算流呈を確定値として記憶する確定流呈記憶部と、

前記停止判定時点から継続して前記流呈計測部の計測値が所定流呈以上の

場合、その積算流呈を未確定値として記憶する未確定流呈記憶部と、を有し、

前記第2器具判別部は、前記流呈計測部が前記未確定値を計測した場合に、前記

未確定値に起因するガス器具を特定する、

請求項 記載の流呈計測装置。

5 前記未確定流呈記憶部に所定最以上の値が記憶されている場合、前記第2器具判

別部は前記未確定値に起因するガス器具を特定する、

請求項4記載の流呈計測装置。

6 前記未確定流呈記憶部に未確定値が記憶され、前記第2器具判別部が使用中のガ

ス器具を特定した場合、前記未確定値を前記確定流呈記憶部における前記使用中

のガス器具の積算流呈に加算する制御部をさらに備えた、

請求項4記載の流呈計測装置。

7 前記流呈計測部は、超音波流呈計を含む、

請求項 記載の流呈計測装置。

8 ガス供給管と、

前記ガス供給管に接続された請求項 記載の流呈計測装置と、を備えたガス供給シ

ステム。

9 流路内を流れるガス流呈を計測する流呈計測部と、



前記流路に接続された第 ガス器具、第2ガス器具のそれぞれの、少なくとも起動時

のガス流呈変化プロファイルと、前記第 ガス器具、前記第2ガス器具のそれぞれに

特有の制御に某づくガス流呈変化プロファイルとを記憶する器具登録部と、

前記流呈計測部が計測したガス流呈変化プロファイルと、前記器具登録部に記憶さ

れた起動時のガス流呈変化プロファイルとを比較することで、起動している前記第

ガス器具、前記第2ガス器具を特定する第 器具判別部と、

総ガス流呈変化プロファイルを記憶する流呈記憶部と、

前記流呈計測部が、ガス流呈がなくなったことを検知すると、ガス流呈がなくなった時

点から遡って前記流呈記憶部が記憶している総ガス流呈変化プロファイルと前記器

具登録部に記憶された制御に某づく前記ガス流呈変化プロファイルとを比較すること

で、後から停止したガス器具を特定するとともに、前記第 器具判別部が起動してい

ると判断したガス器具のぅち先に停止したガス器具を特定する第2器具判別部と、を

備えた、

流呈計測装置。

０ 前記流呈計測部から出力される流呈値データの差分値を求める演算部と、

前記演算部で求めた差分値と予め設定した変化判定値とを比較し、前記差分値が

前記変化判定値より大きいとき、前記第 ガス器具、前記第2ガス器具の少なくともい

ずれかの状態が変化したと判定する判定部と、をさらに備えた、

請求項9記載の流呈計測装置。

前記判定部が、前記第 ガス器具、前記第2ガス器具のいずれか一方が停止したこと

を判定した場合、前記流呈記憶部はその時点以降の総ガス流呈変化プロファイルを

記憶する、

請求項 ０記載の流呈計測装置。

2 前記第 器具判別部により半帖 された前記第 ガス器具、前記第2ガス器具毎に使

用流呈を求める器具流呈積算部をさらに備え、

前記流呈記憶部は、前記器具流呈積算部で求めたそれぞれの積算流呈を記憶する

とともに、

前記第 ガス器具、前記第2ガス器具が同時に使用されているときに、前記判



定部が前記第 ガス器具、前記第2ガス器具のいずれかの停止を判定した時点で、

前記器具流呈積算部が起動したと判定していた前記第 ガス器具、前記第2ガス器

具のそれぞれの積算流呈を確定値として記憶する確定流呈記憶部と、

前記停止判定時点から継続して前記流呈計測部の計測値が所定流呈以上の

場合、その流呈積算値を未確定値として記憶する未確定流呈記憶部と、を有し、

前記第2器具判別部は、前記流呈計測部が前記未確定値を計測した場合に、未確

定値に起因するガス器具を特定する、

請求項 ０記載の流呈計測装置。

3 前記未確定流呈記憶部に所定最以上の値が記憶されている場合、前記第2器具判

別部は前記未確定値に起因するガス器具を特定する、

請求項 2記載の流呈計測装置。

4 前記未確定流呈記憶部に未確定値が記憶され、前記第2器具判別部が使用中のガ

ス器具を特定した場合、前記未確定値を前記確定流呈記憶部における前記使用中

のガス器具の積算流呈に加算する制御部をさらに備えた、

請求項 2記載の流呈計測装置。

5 前記器具登録部はガス流呈変化プロファイルとして、前記第 ガス器具、前記第2ガ

ス器具のそれぞれのガス流呈の制御登録値と、使用流呈範囲との少なくともいずれ

かを記憶しており、前記第2器具判別部は前記ガス流呈の制御登録値と前記使用流

呈範囲との少なくともいずれかを用いて後から停止したガス器具を特定する、

請求項9記載の流呈計測装置。

6 前記第 器具判別部により前記第 ガス器具、前記第2ガス器具が起動したと判断し

た時点から、前記第 ガス器具、前記第2ガス器具の使用継続時間を計測する計時

部をさらに備え、前記第2器具判別部は、前記計時部の計測した前記使用継続時間

により後から停止したガス器具を特定する、

請求項9記載の流呈計測装置。

7 前記流呈計測部は、超音波流呈計を含む、

請求項9記載の流呈計測装置。

ガス供給管と、



前記ガス供給管に接続された請求項9記載の流呈計測装置と、を備えたガス供給シ

ステム。

9 )流路内を流れるガス流呈を計測するステップと、

)前記流路に接続された第 ガス器具、第2ガス器具のそれぞれの、少なくとも起動

時のガス流呈変化プロファイルと、前記第 ガス器具、前記第2ガス器具のそれぞれ

に特有の制御に某づくガス流呈変化プロファイルとを記憶するステップと、

C)前記 ステップで出力される流呈値データの差分値を求めるステップと、

)前記Cステップで求めた差分値と予め設定した変化判定値とを比較し、前記差分

値が前記変化判定値より大きレ吐き、前記第 ガス器具、前記第2ガス器具の状態が

変化したと判定するステップと、

)前記 ステップで計測したガス流呈変化プロファイルと、前記 ステップで記憶し

た起動時のガス流呈変化プロファイルとを比較することで、起動している前記第 ガス

器具、前記第2ガス器具を特定するステップと、

)前記 ステップで前記第 ガス器具と前記第2ガス器具のいずれか一方の停止を

検知すると、停止検知時点以降のガス流呈変化プロファイルを前記 ステップで記憶

した制御に某づく前記ガス流呈変化プロファイルとを比較することで、使用中のガス

器具を特定するとともに、前記第 器具判別部が起動していると判断したガス器具の

ぅち停止したガス器具を特定するステップと、を備えた、

ガス器具特定方法。

2０ )流路内を流れるガス流呈を計測するステップと、

)前記流路に接続された第 ガス器具、第2ガス器具のそれぞれの、少なくとも起動

時のガス流呈変化プロファイルと、前記第 ガス器具、前記第2ガス器具のそれぞれ

に特有の制御に某づくガス流呈変化プロファイルとを記憶するステップと、

)前記 ステップで計測したガス流呈変化プロファイルと、前記 ステップで記憶し

た起動時のガス流呈変化プロファイルとを比較することで、起動している前記第 ガス

器具、前記第2ガス器具を特定するステップと、

G)総ガス流呈変化プロファイルを記憶するステップと、

)前記 ステップでガス流呈がなくなったことを検知すると、ガス流呈がなくなった時



点から遡って前記Gステップで記憶している総ガス流呈変ィヒプロファイルと前記器具

登録部に記憶された制御に某づく前記ガス流呈変ィヒプロファイルとを比較することで

、後から停止したガス器具を特定するとともに、前記第 器具判別部が起動していると

判断したガス器具のぅち先に停止したガス器具を特定するステップと、を備えた、

ガス器具特定方法。
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