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流量計測装置及びそのプログラム

技術分野

０００1 本発明は、各家庭でのガス供給管の入りロ部分に設置され、ガス流量を計測する

ガスメータにおいて、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

金やサー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ものであ

る。

背景技術

０００2 従来、この種の流量計測装置及びそのプログラムは、ガスの流量範囲がガス器具

によって限定されることを利用して、ガス器具別、及び時間帯別料金体系を設定する

ことを可能ならしめるガスメータ(流量計測装置) が提案されている (例えば、特許文

献 参照)。

０００3 特許文献 に記載された従来の流量計測装置は、下記のよぅにしてガス器具 (群 )

別、および時間帯別料金体系設定を可能にしている。一般的な家庭におけるガス器

具において、例えば給湯に用いる湯沸器・風呂釜等は時間当たりのガス使用量 (消

費量) が大きく、台所のガステーブル、炊飯器、ガスストーブ及びガス冷暖房 (G )

等はそのガス使用量 (消費量) が小 、刮 。上記のガス使用量 (消費量) に対して中間

的な消費量のガス器具は特殊な器具に限定されるため、ある範囲の流量区分毎に

料金を設定して精算することにより、単位流量区分に該当するガス器具 (群 )別料金

の設定を可能とすることができる。このときに、例えば、風呂釜等の特定の器具が含ま

れる単位流量区分に対して、時間帯別の料金体系を適用することにより、さらにュ一

ザへのサービスを多様ィビすることができ、ガス会社等はガスの使用量を高めるための

販売戦略をとることができる。

０００4 また、動作した器具の種類まで判別する仕組みとして次のよぅな提案もされている (

例えば、特許文献2参照)。

０００5 図26は、特許文献2に記載された従来のガスメータ(流量計測装置)を示すもので

ある。図26に示すよぅに従来の流量計測装置は、ガス流路に流れるガス流量を計測



する流量計測手段 と、流量計測手段 が計測するガス流量を記憶する流量記憶手

段2と、流量計測手段 が計測するガス流量から現在ガスを使用している器具を判別

する器具判別手段3と、流量計測手段 が計測したガス流量を積算する流量積算手

段4と、流量積算手段4が計算した値を表示する流量報知手段5と、各家庭で使われ

ているガス器具の総台数分について燃焼制御に伴って発生する一連のガス流量パ

ターンを分割した部分流量パターンを制御ステッ (点火時、初期過渡期、安定期の

3つ)毎に分類した流量パターンテーブル6と、複数種類のガス器具とそれに対応す

る部分流量パターンの組み合わせとを対応付けた器具テーブル7とで構成されてい
る。

０００6 ここで、器具判別手段3は、検出したガス流量パターン (時間に対する流量波形)か

ら各制御ステップを判定する制御ステップ判定モジュール3aと，制御ステップ毎に分

割されたガス流量波形から部分流量パターンを抽出する部分流量パターン抽出モジ

ュール3bと，その部分流量パターンを手がかりに，流量パターンテーブル6と器具テ

ーブル7から一致するガス器具を抽出するマッチングモジュール3cとを有する。

０００7 上記構成によって、新たにガス燃焼器具の使用を開始した場合に、流量記憶手段

2に使用開始時間とその後の流量計測手段 が計測する計測結果を時間に対する

ガス流量の波形が特定可能にするために記憶する。そして、制御ステップモジュール

3aが記憶されたガス流量の波形 (ガス流量の時間変ィめを解析し、このガス流量波形

のどこからどこまでが燃焼制御のどの制御ステップに対応するかを判定する。更に、

部分流量抽出モジュール3bが各このガス流量の波形を制御ステップ毎に分割し、分

割された部分流量パターンの特徴データを抽出する。

０００8 最後にマッチングモジュール3cが抽出された特徴データと、流量パターンテーブル

6に記憶される各制御ステップの流量パターンとを比較してマッチングするパターンを

検索し、その3つの制御ステップの特徴データが流量パターンテーブル6とどのよぅに

一致するかによってガス器具の使用を判別する。ここでどのよぅに一致するかの判別

は、器具テーブル7を使って判断している。

０００9 これによって、現在使用している器具を判別することができるため、この判別結果を

利用して器具毎に最適な運転監視が行えるとレづものである。



００1０ また、従来の流量計測装置として特許文献3に記載のものがある。特許文献3に記

載の流量計測装置は、図27に示すょぅに、ガス流路に流れるガス流量を計測するガ

ス流量計測手段 ００ と、この計測結果ょり流量の増加を検出する流量増加検出手

段 ００2と、この流量増加に伴ぅガス流量の瞬時増減変ィビを検出する流量増減検出

手段 ００3と、前記瞬時増減変ィロ検出時に新たなガス燃焼器具の使用開始を判定

する器具判定手段 ００4と、前記流量増加検出手段 ００2で検出されたガス流量の

増加分を、前記新たなガス器具の使用開始に伴ぅガス流量の増加分として登録する

流量登録手段 ００5とを備えていた(例えば、特許文献3参照)。

００11 上記構成にょって、新たにガス器具の使用を開始した場合にガス流量は瞬時に増

減変ィビして安定したガス流量になる事に着 目し、増減変ィビを判定時に新たなガス器

具の使用開始を判定することで、簡易な方法で新たなガス器具の使用開始を判定す
るとともに、流量の減少変化に基づいて使用停止を判定することができるものである。

特許文献1 特開2００2 42 号公報

特許文献2 特開2００3 79０27号公報

特許文献3 特開2００2 74542号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００12 前記従来の特許文献 における流量計測装置では、器具の特定判断が暖昧であり

、特定器具に対して料金を課金する等のょり消費者に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。例えば、ガスストーブが使用したガス流量を積算して

その料金だけを割引使用とした場合に、従来の技術では器具の特定判断が暖昧で、

ガステーブル，炊飯器など他の器具を含んだ低消費量器具群のガス使用量としてし

か求めることができない。

００13 また、従来の特許文献2における流量計測装置では、使用された器具を判別するこ

とができるが、予め流量パターンを登録しておく必要がある上、ガス器具は単独ょりも

複数で使用される機会の方が多いためパターンが常に単純な変化 (比例制御、一定

、ステップ制御) になっているわけではない。そのため、従来の構成で複数の器具が

同時に使用されているときの各器具のガス流量を求めょぅとした場合には、器具の組



み合わせを想定してガス流量パターンを用意する必要がある。だから、従来の流量

計測装置では、その組み合わせの数が膨大になるため複数器具の判別にかかる時

間は長く、且、非常に困難であるれづ課題を有していた。なお、判別 (処理) に時間

がかかるれづことは、その分だけ処理を行ぅことになるので、電力を必要とすることを

意味する。

００14 また、ガス器具は、動作開始、停止、制御を行われる時間は、任意であり、膨大な

組み合わせの流量パターンを準備することは不可能で、限られたパターンで判別す

るとその分だけ誤差を生じさせてしまぅ。

００15 また、特許文献3に記載の従来構成では、使用開始に伴ぅガス流量の増加分に相

当するガス流量の減少変ィビに基づき、新たなガス器具の使用停止を判定しているの

で、ガス器具の使用流量が途中で変更されたときには、停止器具を判定することがで

きないれづ課題があった。

００16 本発明は、前記従来の課題を解決するもので、器具判別手段によって動作開始を

判別された器具において、全ての波形のパターンを持たなくても、器具別のガス使用

流量計算を精度よく行ぅことのできる流量計測装置を提供する。

課題を解決するための手段

００17 前記従来の課題を解決するために、本発明の流量計測装置及びそのプログラムは

、流路内を流れるガス流量を一定時間間隔で計測し流量値データとして出カする流

量計測手段と、前記流量計測手段から出力される流量値データの差分値を求める演

算手段と、前記演算手段で求められる差分値に基づいて器具の使用を判別する器

具判別手段と、前記器具判別手段の判別結果によって計算方法を切り替えて前記

器具毎の使用流量を求める器具流量計算手段とを備えたものである。

００18 上記発明によれば、器具判別手段の判別結果から現在動作している器具の台数、

種類、複数動作している場合はその組み合わせを解析し、その解析結果に依存して

器具別使用流量の計算方法を適時最も精度のよい計算方法を採用するので、器具

判別手段の判別結果 (動作している器具) に無関係に流量パターンの比較だけで器

具の使用流量を求めるよりも、器具別のガス使用流量計算を精度よく行ぅことができる



００19 また、本発明の流量計測装置は、流路に流れる流体の流量を計測する流量計測手

段と、前記流量計測手段が計測した流量値から求める差分流量を算出する差分流

量検出手段と、前記流路に接続されて使用開始される器具を前記差分流量によって

判別する開始器具判別手段と、前記差分流量を用いて開始器具の瞬時流量を求め

る瞬時流量推定手段と、前記瞬時流量推定手段の瞬時流量値を基に使用停止した

器具を判別する停止器具判別手段とを備えたものである。

００2０ これによって、差分流量を基に瞬時流量を推定することで逐次使用開始器具の瞬

時流量がわかっているので、器具が使用停止したときの差分流量を検出することで、

動作中のどの器具が使用停止したかを精度よく判別することができる。

００2 1 また、本発明の流量計測装置は、流路に流れる流体の流量を計測する流量計測手

段と、前記流量計測手段が所定時間間隔ごとに計測した流量値から求める任意の特

定間隔差分流量を基に、流路に接続されて使用される器具を判別する開始器具判

別手段と、前記特定間隔差分流量を基に使用停止した器具を判別する停止器具判

別手段とを備え、前記停止器具判別手段は使用開始器具と判別された器具の中か

ら停止判別条件を基に選択して停止器具を判別するとともに、開始器具と停止器具

の対応付けを〒ぅ器具対応手段を備えたものである。

００22 これによって、使用開始器具情報と流量情報の2つの情報を基に停止された器具

を判別することができるので、選択する器具範囲が狭いので停止した器具を精度よく

判別することが可能である。

発明の効果

００23 本発明の流量計測装置及びそのプログラムは、器具判別手段の判別結果から現

在動作している器具の台数、種類、複数動作している場合はその組み合わせを解析

し、その判別結果によって器具別使用流量の計算方法を適時に変更するので、器具

判別手段の判別結果 (動作している器具) に無関係に流量パターンの比較だけで器

具の使用流量を求めるよりも器具別のガス使用流量計算を精度よく行ぅことができる。

００24 また、本発明の流量計測装置は、差分流量を用いて開始器具の瞬時流量を求める

瞬時流量推定手段と、前記瞬時流量推定手段の瞬時流量値を基に使用停止した器

具を判別する停止器具判別手段とを備えることで、差分流量を基に瞬時流量を推定



することで逐次使用開始器具の瞬時流量がわかっているので、器具が使用停止した

ときの差分流量を検出することで、動作中のどの器具が使用停止したかを精度よく判

別することができる。

００25 また、本発明の流量計測装置は、使用開始器具の中から停止判別条件を基に選

択して判別し、開始器具と停止器具の対応付けを〒ぅ器具対応手段とを備えることで

、使用開始器具情報と流量情報の2つの情報を基に停止された器具を判別すること

ができるので、選択する器具範囲が限定され、停止した器具を精度よく判別すること

が可能である。

００26 図 本発明の実施の形態 における流量計測装置の構成図

図2 本発明の実施の形態 における流量計算優先度記憶手段のデータ構成図

図3 本発明の実施の形態 における流量計測手段の構成図

図4 本発明の実施の形態 における流量計測手段が計測する流量のプロット図

図5 本発明の実施の形態 における演算手段が計算する変化量のプロット図

図6 本発明の実施の形態 における流量計測装置の動作を示すフローチヤート

図7 本発明の実施の形態 における流量計測装置の動作を示すフローチヤート

図8 本発明の実施の形態 における流量計測装置の動作を示すフローチヤート

図9 本発明の実施の形態 における流量計測装置の動作を示すフローチヤート

図1０本発明の実施の形態 における流量計測手段が計測する流量のプロット図

図11 本発明の実施の形態2における流量計測装置の動作を示すフローチヤート

図12 本発明の実施形態3における流量計測装置のブロック図

図13 同流量計測装置で計測される流量特性図

図14 同流量計測装置で計測される差分流量特性図

図15 同流量計測装置で計測される差分流量特性の拡大図

図16 同流量計測装置で計測される流量特性図

図17 本発明の実施形態4における流量計測装置のブロック図

図18 同流量計測装置で計測される流量パターン図

図19 同流量計測装置で計測される差分流量パターン図



図2０同流量計測装置で計測される他の差分流量パターン図

図2 1 同流量計測装置で計測される他の差分流量パターン図

図22 同流量計測装置で計測される他の流量パターン図

図23 同流量計測装置で計測される他の差分流量パターン図

図24 同流量計測装置で計測される他の流量パターン図

図25 同流量計測装置で計測される差分流量パターン図

図26 従来の流量計測装置の構成図

図27 従来の流量計測装置のブロック図
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6 器具流量計算手段

7 流量計算優先度記憶手段

8 器具流量積算手段

9 制御回路

００6 流路

００7 超音波流量計 (流量計測手段 )

００8 差分流量検出手段

００9 開始器具判別手段

００瞬時流量推定手段



０ 停止器具判別手段

０ 2 器具対応手段

０ 3 ガス管路

０ 4 ガスメータ(流量計測装置)

０ 5 流路遮断弁

０2０ガスコンロ(器具)

０2 ファンヒータ(器具)

2００6 流路

2００7 超音波流量計

2００8 開始器具判別手段

2００9 停止器具判別手段

2００器具対応手段

2０ 器具別流量算出手段

2０ 2 記憶メモリー

2０ 3 ガス管路

2０ 4 ガスメータ

2０ 5 流路遮断弁

発明を実施するための最良の形態

００28 第 の発明は、流路内を流れるガス流量を一定時間間隔で計測し流量値データと

して出カする流量計測手段と、前記流量計測手段から出力される流量値データの差

分値を求める演算手段と、前記演算手段で求められる差分値に基づいて器具の使

用を判別する器具判別手段と、前記器具判別手段の判別結果によって計算方法を

切り替えて前記器具毎の使用流量を求める器具流量計算手段とを備えたことを特徴

とするものである。

００29 そして、器具判別手段の判別結果から現在動作している器具の台数、種類、複数

動作している場合はその組み合わせを解析し、その解析結果に依存して器具別使

用流量の計算方法を適時最も精度のよい計算方法を採用するので、器具判別手段

の判別結果 (動作している器具) に無関係に流量パターンの比較だけで使用流量を



求めるよりも、使用流量計算を精度よく行ぅことができる。

００3０ 第2の発明は、器具流量計算手段は、予め定めたステップで流量計算を実行する

計算処理手段を複数個有し、器具判別手段が演算手段で求められる差分値を検出

したとき、あるいは器具判別状態に遷移してから同状態を抜けるまでに流量計測手

段が流量計測を行った回数、さらには使用ガス器具の台数によって、前記計算処理

手段を切り替えて器具毎の使用流量を求めるよぅにしたことを特徴とするものである。

００3 そして、2台以上の器具が動作した場合において、従来例のよぅに器具毎の波形を

求めることは、必ず前記流量計測手段が計測する流量の変化にこでレづ流量差)を

使って求める必要があり、本発明は、この波形を求める作業を行わない分だけ、無駄

な処理を省くことができ電力消耗を低減することができる。

００32 第3の発明は、器具流量計算手段は、複数の器具が起動中にどの器具から順番に

流量計算を実行するかを、所定の条件下で予め設定した流量計算優先度記憶手段

に基づいて決定し、優先度の高い器具から使用流量を計算するよぅにしたことを特徴

とするものである

そして、例えばュ一ザの使用しているガステーブルとファンヒータで、ガステーブル

がファンヒータよりも優先度が高いとした場合に、ガステーブルは一度動作すると使

用流量の変化はなく、逆にファンヒータは使用流量の変化があるので、先にガステー

ブルの使用流量を計算して、前記流量計測手段が計測する計測値からその値を減

算すれば流量パターンを見なくてもファンヒータの使用流量を計算することができる

ので、精度よく使用流量計算を行ぅことができる。

００33 第4の発明は、流量使用が小さいほど優先度を高く設定することを特徴とするもの

である。

００34 そして、大流量器具と小流量器具が動作している場合、変ィビのレンジ 合 は大

流量器具の方が大きいので、両者が動作している間の小流量器具の流量変化 (制

御) は、大流量の流量変化 (制御) によって波形には現れなくなり、器具判別手段は

小流量のそれを判別できない。つまり、誤って大流量器具への制御を小流量器具の

制御として認識しないよぅに優先度を用いることのないよぅにすることができる。

００35 第5の発明は、動作後に使用流量の変更が行われる頻度の低い器具ほど優先度



を高く設定することを特徴とするものである。

００36 そして、例えばユーザの使用しているガステーブルとファンヒータで、動作後に使用

流量の変更が行われる頻度がファンヒータよりも低いガステーブルがファンヒータより

も優先度が高いとした場合に、ガステーブルは一度動作すると使用流量の変化はな

く、逆にファンヒータは使用流量の変ィビがあるので、先にガステーブルの使用流量を

計算して、前記流量計測手段が計測する計測値からその値を減算すれば流量パタ

ーンを見なくてもファンヒータの使用流量を計算することができるので、精度よく使用

流量計算を行ぅことができる。

００37 第6の発明は、器具流量計算手段は、小流量使用器具が動作中に大流量使用器

具が動作し始めた場合に、前記大流量使用器具が動作する直前、直後の流量計測

手段が計測する流量の両者を比較して、前記大流量使用器具が動作している間の

前記小流量使用器具の使用流量を計算することを特徴とするものである。

００38 そして、大流量器具と小流量器具が動作している場合、変ィビのレンジ 合 は大

流量器具の方が大きいので、両者が動作している間の小流量器具の流量変化 (制

御) は、大流量の流量変化 (制御) によって波形には現れなくなり、器具判別手段は

小流量のそれを判別できない。だから、前記大流量使用器具が動作する直前、直後

の前記流量計測手段が計測する流量の両者を基に前記大流量使用器具が動作し

ている間の前記小流量使用器具の使用流量を求めることによって、器具判別手段の

判別結果 (動作している器具) に無関係に流量パターンの比較だけで使用流量を求

めるよりも、使用流量計算を精度よく行ぅことができる。

００39 第7の発明は、特に、第 から第6のいずれか つの発明の流量計測の機能の少な

くとも一部をコンピュータで実現するプログラムである。そして、プログラムであるので

CP (マイコン) 、山女 、 O 、記憶装置、1 などを備えた電気情報機器、コン

ピュータ、サ一バー等のハードリソースを協働させて本発明の流量測定器の少なくと

も一部を容易に実現することができる。また記録媒体に記録したり通信回線を用いて

プログラムを配信したりすることでプログラムの配布やインストール作業が簡単にでき

る。

００4０ 第8の発明は、流路に流れる流体の流量を計測する流量計測手段と、前記流量計



測手段が計測した流量値から求める差分流量を算出する差分流量検出手段と、前

記流路に接続されて使用開始される器具を前記差分流量によって判別する開始器

具判別手段と、前記差分流量を用いて開始器具の瞬時流量を求める瞬時流量推定

手段と、前記瞬時流量推定手段の瞬時流量値を基に使用停止した器具を判別する

停止器具判別手段とを備えた構成とすることにより、差分流量を基に瞬時流量を推

定することで逐次使用開始器具の瞬時流量がわかっているので、器具が使用停止し

たときの差分流量を検出することから、動作中のどの器具が使用停止したかを精度よ

く判別することができる。

００41 第9の発明は、特に、第8の発明の流量計測装置の瞬時流量推定手段は、差分流

量の大きさによって判別した開始器具の瞬時流量を求める構成とすることで、動作開

始後の差分流量が大きい器具と、差分流量が 、さい器具に振り分けて瞬時流量を求

めることができ、器具の流量制御の特徴を用いて器具を特定することができるので精

度良く瞬時流量を求めることができる。

００42 第 ０の発明は、特に、第8と第9の発明の流量計測装置の瞬時流量推定手段は、

開始器具判別手段が使用開始と判別したときの差分流量にその後の差分流量を加

減算していくことで瞬時流量を推定することで、初期の始動流量に、その後の差分流

量を加減算していくことで、逐次瞬時流量を算出することができる。

００43 第皿の発明は、特に、第8と第9の発明の流量計測装置の停止器具判別手段は、

瞬時流量推定手段により求めた瞬時流量値と停止時の差分流量値とを比較すること

で停止器具を判別することで、逐次求めた瞬時流量が停止時の差分流量となって停

止するので、停止器具を精度良く特定することができる。

００44 第 2の発明は、特に第8と第9の発明の流量計測装置の瞬時流量推定手段は、流

量計測手段が計測する総流量と、瞬時流量推定手段が推定した流量の和とを比較

して流量補正を行いながら瞬時流量値を検出することで、常に精度の高い推定瞬時

流量を算出することができる。

００45 第 3の発明は、特に、第8の発明から第 2の発明の流量計測装置は、流量計測

手段としての瞬時流量計測手段である超音波流量計を用いた構成とすることにより、

短い時間間隔で、かつ所定時間間隔ごとに流量を計測することができるので、精度



の高い器具判別と器具別流量算出を可能とすることができる。

００46 第 4の発明は、流路に流れる流体の流量を計測する流量計測手段と、前記流量

計測手段が所定時間間隔ごとに計測した流量値から求める任意の特定間隔差分流

量を基に、流路に接続されて使用される器具を判別する開始器具判別手段と、前記

特定間隔差分流量を基に使用停止した器具を判別する停止器具判別手段とを備え

、前記停止器具判別手段は使用開始器具と判別された器具の中から停止判別条件

を基に選択して停止器具を判別するとともに、開始器具と停止器具の対応付けを行ぅ

器具対応手段を備えた構成とすることにより、使用開始器具情報と流量情報の2つの

情報を基に停止された器具を判別することができるので、選択する器具範囲が狭い
ので停止した器具を精度よく判別することが可能である。

００47 第 5の発明は、流路に流れる流体の流量を計測する流量計測手段と、前記流量

計測手段が所定時間間隔ごとに計測した流量値から求める任意の特定間隔差分流

量を基に、流路に接続されて使用される器具を判別する開始器具判別手段と、前記

特定間隔差分流量を基に使用停止した器具を判別する停止器具判別手段とを備え

、前記停止器具判別手段は停止判別条件を基に停止器具を判別するとともに、前記

停止器具に対応する開始器具を所定条件によって判別して器具の対応を〒ぅ器具

対応手段を備えた構成とすることで、開始器具判別手段によって器具の開始のみを

検出しておき、停止器具が判定してから開始器具を判別することで、より器具判別を

精度良く行ぅことができる。

００48 第 6の発明は、特に、第 4と第 5の発明の流量計測装置の停止判別条件は、差

分流量の絶対値によって器具を特定する停止判別条件として判別することで、ガス

給湯器のよぅに他の器具と使用ガス流量が大きく異なる器具は、差分流量の絶対値

で速く判別することができ、他の低流量器具の判別と分離することが可能となり低流

量器具の判別精度を向上させることができる。

００49 第 7の発明は、特に、第 4と第 5の発明の流量計測装置の停止器具判別手段

は、停止後の計測流量値によって器具を特定する停止判別条件として判別すること

で、差分流量のみでは判別が困難な場合でも、器具が停止した後に残った計測流

量値から動作中の器具を判別して、先に停止した器具を推定することで、差分流量



でわからなかった場合でも器具を特定することができる。

００5０ 第 8の発明は、特に、第 4と第 6と第 7の発明の流量計測装置の停止器具判

別手段は、器具停止を判別したのに開始器具がなかった場合、不明器具として判別

することで、複数台が同時に使用開始された場合の器具半 兄 も可能とすることができ

る。

００5 1 第 9の発明は、特に第 4と第 5の発明の流量計測装置の停止器具判別手段は

、計測流量値がゼロになったのに使用開始器具が残っている場合、ゼロになった時

点で開始器具が停止したとして判別することで、同時に複数台が停止した場合の停

止器具判別を可能とすることができる。

００52 第2０の発明は、特に、第 4の発明から第 9の発明の流量計測装置の開始器具

判別手段によって判別された使用開始器具によって停止判別条件を変更することに

より、大流量の器具が動作中と、低流量の器具が動作中とで、判別条件を分けること

ができ、低流量器具が動作中の判別精度を向上することができる。

００53 第2 の発明は、特に、第 4の発明から第2０の発明の流量計測装置は、流量計測

手段としての瞬時流量計測手段である超音波流量計を用いた構成とすることにより、

短い時間間隔で、かつ所定時間間隔ごとに流量を計測することができるので、精度

の高い器具判別と器具別流量算出を可能とすることができる。

００54 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実

施の形態によって本発明が限定されるものではない。

００55 (実施の形態 )

図 は、本発明の実施の形態 における流量計測装置としてのガスメータの構成図

である。

００56 図 において、 ０は流量計測装置であり、ガス供給管の途中に設けられ、その下流

側の配管には各ュ一ザ宅内に設置された 台以上のガス器具皿が接続されている。

００57 流量計測装置 ０内部は、ガス管に接続された流路 2内にガス遮断弁 3とガス流

量計測手段 が設けられ、流量計測手段 で検出される流量信号を演算処理して使

用ガス流量を求めるよぅにしている。

００58 また、地震などの振動を検出する感震器 4が内蔵されており、所定値以上の振動



を検知するとガス遮断弁 3を作動させガス流路 2を遮断するよぅになっている。

００59 さらに、流量計測手段 で検出される流量信号を用いてガス流路 2に接続された

ガス器具皿のぅち、どのガス器具が使用されたかを特定するガス器具判別手段3と、

流量計測手段 が計測したガス流量を積算する流量積算手段4と、流量計測手段

が一定時間間隔で計測し出カする流量値データの流量差を計算する演算手段 5と

、器具皿が使用するガス流量を算出する器具流量計算手段 6と、流量計算優先度

記憶手段 7と、器具流量計算手段 6で計算されるガス器具皿のガス流量を器具別

に積算する器具流量積算手段 8と、流量積算手段4と器具流量積算手段 8とで求

められる全体と器具皿別のガス使用量を報知する流量報知部5と、及び感震器 4の

作動や器具判別、保安機能その他の統括制御処理を行ぅ制御回路 9と、そしてそ

れら手段の動力源となる電池 (図示せず)を内蔵している。

００6０ ここで、流量計算優先度記憶手段 7には、図2のよぅに器具の名称と、数値で表さ

れた器具流量計算優先度と、対象器具を使用し始めたときのガス使用量 時間

の目安がテーブルィヒされて記憶されている。ちなみに本実施の形態においては、ガ

ステーブルは優先度 ０、ファンヒータは2０、床暖房は3０、給湯器は4０と優先度が

予め決められていて数の 、さい器具の方が優先度の高いガス器具とする。なお優先

度は、ガス器具の制御の頻度にも関係している。例えば、ガステーブルは、ュ一ザに

よって炎の大きさを調節するためだけにガス流量の制御が行われる頻度が低い(基

本的に動作開始直後に行われると制御が行われる確率が低い)ので、ファンヒータよ

りも優先度が高いと決めている。

００6 1 更に、ガス器具は上記に限定するものではなく、ガスストーブやガス炊飯器など上

記以外のガス器具を扱ぅ場合には、この流量計算優先度記憶手段 7のこのテーブ

ルにガス器具名と数値で表される優先度を追加するものとする。

００62 なお、本発明の流量計測手段 に関しては、超音波方式の計測手段を使用してい
るが、計測方式としては、他の流量計測方式でもフルデイック方式などの短時間に一

定サイクルで連続計測可能であれば使用可能である。

００63 以下、本実施の形態 における流量計測装置の動作について説明する。

００64 まず、流量計測手段 が行ぅ超音波方式の流速計測に関して図3を用いて説明す



る。ガス流路 2内に設けられた計測流路3０は矩形断面を持っており、計測流路3０

のガスの流れる方向と直角方向にある壁面には計測流路3０を挟んで一対の超音波

送受信器3 32が流路の上流側と下流側で角度 ゅを有して斜めに対向して装着さ

れている。そして、流量計測手段 の計測制御手段 (図示せず) により超音波送受信

器3 32間で交互に超音波を送受信させて、流体の流れに対して順方向と逆方向

の超音波の伝搬時間の差を一定間隔を置いて計測し、伝搬時間差信号として出カ

する。この伝搬時間差信号を受けて計算手段 (図示せず) により被計測流体の流速

及び流量を算出するものである。演算式を下記に示す。

００65 図3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 は下式で求めることができる。

００66 式 ( ) 二 ( 2cos ) ( ( ) 2) )

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秒間隔の計測を行っている。更に時間間隔を小さくすることは測定原理上可能

であり、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

隔を小さくすることは器具判別を瞬時に行ぅ点では有利となるが、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。また計測時間を従来のガスメータで

使用している膜式方式と同等の計測間隔が2桁オーダーの秒数間隔になると、本発

明における器具判別手段3がガス器具皿の判別 (器具判別)を行ぅことが困難になり

、コストや器具判別の性能面からバランスの良い時間として本発明では2秒間隔計測

で行っている。

００67 次に、器具判別手段3が行ぅガス器具皿の使用判別について図4、図5を用いて説

明する。

００68 まず、流量計測手段 は、2秒間隔で計測流路3０に流れるガス流量を計測する。

図4は、本実施の形態における流量計測手段 が計測した流量の時間変ィビをプロッ
トした図である。時刻 Zからガステーブルが使用され、日き亥 5からファンヒータが使用

され、日き亥 gから日き刻 6までファンヒータに対してガス流量の制御が行われて、時

刻 gにガステーブルが停止したとレづものである。

００69 器具判別手段3は、演算手段 5が計算する流量計測手段 が計測した現在と2秒



前とのガス流量の差 (変化量 A 2) と、この変ィロ量が から変ィビした時から再び にな

るまでの流量の増加 (減少)量とを元にして動作を開始したガス器具を判別する。図5

は、この変ィロ量の時間変ィビである。

００7０ 具体的にいぅと上記変ィロ量が０以外になると(時刻 2に)判別状態になって、上記

変ィロ量が再び になる (時刻 3)まで上記変ィロ量を解析し、且つ、上記変ィロ量の最大

値と日き亥 2から 3までに変ィビした流量 (Qa) と図2の目安流量とを比較して、使用さ

れたガス器具皿を判別する。

００7 1 なお、器具判別手段3は、A 2が、 o 近辺づ ００ o 近辺づ０

o 近辺れづ特性を示したとき、ガステーブルが使用されたと認識するよぅに設

定されている。また、A 2が、０ o 近辺づ6０ o 近辺づ6０ o

近辺づ０ o 近辺れづ特性を示したとき、ファンヒータが使用されたと認識

するよぅに設定されている。その他の器具についても、ガス器具皿別のA 2の特性が

予め組み込まれているものとする。ここでレづ近辺とは、例えば誤差が ０ 以内に有

る場合をいぅ。

００72 この基準時刻と任意時間前とのガス流量差のガス器具別の特性が器具判別手段3

に予め組み込まれていて、動作器具を判別することは、本発明と直接関係が無いの

で、これ以上の説明は省略する。更に、器具判別手段3は、使用開始と判別したガス

器具皿について時刻 Zに流量Qaで使用開始したとも判別し、判別状態から抜ける

００73 なお、器具判別手段3は、変ィロ量を求める時間の間隔は、2秒に限定しなくてもよく

、4秒前、6秒前、 (流量計測時間間隔) X (任意の整数)秒前であってもよい。また

、器具判別手段3が判別状態になって器具を判別するまでは、上記変ィロ量の時間間

隔の値や、上記変ィロ量自体が再び に戻るまでのかかる時間の関係で数秒かかる。

だから、使用開始判別にかかる時間 ( と呼ぶ) がガス器具皿毎に異なる。

００74 次に、ガス器具皿が、ュ一ザにより使用された時に、器具流量計算手段 6が行ぅ

器具別のガス使用流量の計算方法について説明を行ぅ。図6～０は、本実施の形

態における流量計測装置 ０の動作を示したフローチヤートである。

００75 説明を行ぅ前にまず以下のことを前提条件とする。 つ目は、ガス器具皿の動作開



始・停止が同時に発生しないことである。2つ目は、器具判別手段3は、流量計測手

段 が計測する流量を解析することによって、必ず器具の使用開始、使用停止を正

確に判別するものとし、前記2つに該当しない流量変ィビについては全て、使用中の

器具への制御と判別する。

００76 なお、停止の判別については、次のよぅに扱っている。器具判別手段3は、減少し

た流量Qaが、ガス器具皿の現在使用している流量と例えば誤差の絶対値が5

o 以内にある場合に、そのガス器具皿が停止したと判別する。

００77 それでは、以下に器具流量計算手段 6の動作を説明する。

００78 時刻 (動作している器具がない状態) において、流量計測手段 に流量Qa を計

測し(S ０ ) 、変ィロ量 ( A 2)を計算して(S ０2) 、その値を分析し(S 3 、A 2が

なので、変数 の値を確認する ( ０4)

００79 ここで、変数 は、器具判別状態に遷移してから同状態を抜けるまでに、流量

計測手段 が、流量計測を行った回数 (遷移した時の計測もカウントする)である。初

期値は で き刻 では初期値であるとする。 e はOなので流量計算Xの処理を

行い(S 5) 、そして、器具流量積算手段 8がS 5で求めた使用中のガス器具皿

の使用流量を積算し(S ０5a) 、次の2秒 (流量計測の時間) が来るまで待ち状態に

なる (S )
o

００8０ ここで、流量計算Xは、図7のフローチヤートであり、現在動作中のガス器具がない
ので (S2００) 、なにも処理を行わないで終了する。S ０5aの使用流量積算について

も動作しているガス器具がないので積算しない。

００81 時刻 2 (ガステーブル動作開始) において、流量計測手段 に流量Qa を計測し(

S ０ ) 、変ィロ量 ( A 2)を計算して(S ０2) 、その値を分析し(S 3 、A 2が ではな

いので、変数 e の値を確認する (S 3)

００82 e はOなので判別状態に遷移して( 4) e をカウントアップして(S 5 、

次の2秒 (流量計測の時間) が来るまで待ち状態になる (S )
o

００83 時刻 3 (ガステーブル動作中) において、流量計測手段 に流量Qa を計測し(

０ ) 、変ィロ量 ( A 2)を計算して (S ０2) 、その値を分析し(S 3 、 2が なので、

変数 e を確認する (S ０4)



００84 は、 なので判別処理を行 (S ０6) A 2の時間変ィビと判別状態に遷移す

る直前と直後 (二現在) の流量計測部 が計測する流量Qa の変ィロ量 (Qa) とで、器

具判別手段 3は、ガステーブルが使用され始めたとして判別する (動作中の台数を

にする)。そして、判別状態を抜ける (S ０7)。そして、開始判別をしたので (S ０8 、

流量計算 を竹 (S ０9) c のカウント値を次の判別を行えるようにクリアし(

０) 、そして、器具流量積算手段 8がS 9で求めた動作中のガス器具の使用流量

を積算し(S ０a ) 、次の2秒 (流量計測の時間) が来るまで待ち状態になる (S )

００85 ここで、流量計算 とは、図8のフローチヤートであり、現在の動作中のガス器具数

を確認して (S3 ００) 、動作中のガス器具数は 台なので、 c 回ループを回して

、且つ、古い時間の方からにこでは、 2 3とレづ順で) 、対象時刻での対象器具に
こでは、ガステーブルだけ) の器具別の流量を求める ( 3０ )。この時、動作中の台

数は 台しかないので、 3それぞれにおける流量計測手段 の計測値Q a を対

象器具 (ガステーブル) の 3における流量とする。

００86 時刻 4 (ガステーブル依然動作中) において、流量計測手段 に流量Qa11を計測し

(S ) 、変ィ出量 ( A 2)を計算して (S ０2) 、その値を分析し(S 3 、 2が なの

で、変数 を確認する ( ０4) は、 なので流量計算処理Xの処理を〒い
(S ０5) 、そして、器具流量積算手段 8がS ０5で求めた動作中のガス器具の使用

流量を積算し(S ０5a) 、次の2秒 (流量計測の時間) が来るまで待ち状態になる (

００)

００8 7 ここで、流量計算Xは、図7のフローチヤートであり、現在動作中のガス器具数を確

認して (S2 ００) 、動作中の台数は 台なので、4における流量計測手段 の計測値

Q a を対象器具 (ガステーブル) の 4における流量とする。

００88 時刻 5 (ガステーブル依然動作中でファンヒータが動作開始) において、流量計測

手段 に流量Q a を計測し(S ０ ) 、変ィロ量 ( A 2)を計算して (S ０2) 、その値を分

析し(S ０3) A 2が でないので、変数 e の値を確認する (S 3)

００89 e はOなので判別状態に遷移して ( 4) e をカウントアップして (S 5 、

次の2秒 (流量計測の時間) が来るまで待ち状態になる (S ００)



００9０ 時刻 6 (ガステーブル、ファンヒータともに動作中) において、流量計測手段 に流

量Qa を計測し(S ) 、変ィロ量 ( A 2)を計算して(S ０2) 、その値を分析し(S 3

) 、A 2が でないので、変数 の値を確認する (S 3)

００91 は なので、更に a と比較を行う (S 6) a とは、ガス器具皿毎

に異なる器具判別手段3が器具判別を〒うために必要な時間 ( )の中で最も長い
時間を指す。本実施の形態においては、ガステーブルの は4 s であり、ファンヒ

ータでは6 s であることから a は6 s とする。またこのことによって次のことが成

り立つ。器具判別状態に遷移してから a 経っても器具判別手段3がガス器具

の動作開始・停止を判別しなかったならば、その間のガス流量変化は、現在動作し

ている器具に対して流量制御が行われたことを示している。

００92 現時点でS 6の判別で、動作開始・停止判別を〒うための最大の時間経過して

いないので、この流量変ィビが動作器具に対しての流量制御と断定できないので、

を更にカウントアップして (S 2０) 、次の2秒 (流量計測の時間) が来るまで待ち状

態になる (S ００)

００93 7 (ガステーブル、ファンヒータともに動作中) において、計測手段 に流量Qa を

計測し(S ０ ) 、変ィロ量 ( A 2)を計算して(S ０2) 、その値を分析し(S 3 、A 2が

なので、変数 を確認する (S ０4)

００94 e は、2なので判別処理を行 (S ０6) A 2の時間変ィビと判別状態に遷移す

る直前と直後 (二現在)の流量計測部 が計測する流量Qa の変ィロ量 (Qa) とで、器

具判別手段3は、ファンヒータが使用され始めたと判別する (動作中の台数を2にする

)。そして、判別状態を抜ける (S ０7)。そして、開始判別をしたので (S ０8) 、流量

計算 を竹 (S ０9 、 c のカウント値を次の判別を行えるようにクリアし(S ０)

、そして、器具流量積算手段 8がS ０9で求めた動作中のガス器具の使用流量を

積算し( ０a) 、次の2秒 (流量計測の時間) が来るまで待ち状態になる (S ００)

００95 ここで、流量計算 とは、図8のフローチヤートであり、現在の動作中のガス器具数

を確認して( 3００) 、動作中のガス器具数は2台なので、動作中の器具を器具判別

手段3に問い合わせ、現在ガステーブルとファンヒータが 台ずつ動作していることと

、更に今し方判別を行った器具が2台の内でファンヒータであるとレづことを把握し S



3０2) 、2重のループ ( c 回ループと動作中器具の台数回のループ)のなかで

、対象時刻での対象器具 (ガステーブルとファンヒータ)の器具別の流量を求める (

3０4 S 3０5)

００96 c 回ループは、古い時間の方からにこでは、 7とレづ順で)流量の

計算を〒ラループとし、器具の台数回のループは、今し方動作開始の判別を行った

器具 (ファンヒータ) が最後になるループにする。

００97 また、既に動作していたガステーブルから先に流量を計算し、且つ、常に2 5 前の

流量を継承させたか(流量に変ィビがないとレづ近似式を用いたか) とレづと、まずガス

器具の動作開始・停止の判別を優先するためである。そして、使用流量積算は、例

えば ケ月位の長い時間で計算するため、動作開始・停止の判別にかかる時間は、

ケ月と比べると極短時間で精度にさほど影響しないと考えたためである。そして、従来

例のよぅに、波形のパターンで使用流量を計算しよぅとすると、ガス器具全てについて

、全ての組み合わせの動作パターンを持っていないといけないので、現実的ではな

００98 8 (ガステーブル、ファンヒータともに動作中) において、計測手段 に流量Qa を

計測し(S ) 、変ィロ量 ( A 2)を計算して (S ０2) 、その値を分析し(S 3 、A 2が

なので、変数 を確認する ( ０4) は、 なので流量計算処理Xの処理

を行 (S ０5) 、そして、器具流量積算手段 8がS ０5で求めた動作中のガス器具

の使用流量を積算し(S ０5a) 、次の2秒 (流量計測の時間) が来るまで待ち状態に

なる (S ００)

００99 ここで、流量計算Xは、図7のフローチヤートであり、現在動作中のガス器具数を確

認して ( 2００) 、動作中の台数は2台なので、動作中の器具を器具判別手段3に問

い合わせ、現在ガステーブルとファンヒータが 台ずつ動作しているとレづことを把握

し(S2 ０2) 、更に流量計算優先度記憶手段 7を参照し、どのガス器具皿の流量計

算を優先して行ぅか確認して ( 2０3) 、台数回のループのなかで、ガス器具毎に付与

されている優先度を比較しながら( 2０4)、時刻 8での対象器具 (ガステーブルとフ

ァンヒータ の器具別の流量を求める (S2 ０5 S 2０6

０1００ なお、優先度の高い流量から計算したかとレづと、2台のガス器具に同時に制御が



行われた場合、A 2から2台に対して正確に制御による変ィロ量を分配することは困難

である。そのため、優先的に制御される頻度の多いガス器具へA 2を反映させる方が

、器具別の流量が合っている確率も高いので、このことより、使用流量の計算を精度

よく行うことができる。

０1０1 g (ガステーブル、ファンヒータともに動作中で、ファンヒータの制御開始) において

、流量計測手段 に流量Qa を計測し(S )、変ィロ量 ( A 2)を計算して(S ０2 、

その値を分析し(S 3) A2が でないので、変数 の値を確認する (S 3)

０1０2 はOなので判別状態に遷移して( 4) e をカウントアップして(S 5)

次の2秒 (流量計測の時間)が来るまで待ち状態になる (S ) o

０1０3 時刻 (ガステーブル、ファンヒータともに動作中で、ファンヒータは制御中) にお

いて、計測手段 に流量Qa を計測し(S )、変ィ出量 ( A 2)を計算して (S ０2)

その値を分析し(S 3) A2が でないので、変数 e の値を確認する (S 3)

０1０4 e は なので、更に a と比較を行う (S 6)。現時点でS 6の判別で、動

作開始・停止判別を行うための最大の時間経過していないので、この流量変ィビが動

作器具に対しての流量制御と断定できないので、 e を更にカウントアップして(

2０)、次の2秒 (流量計測の時間)が来るまで待ち状態になる ( ００)

０1０5 時刻 (ガステーブル、ファンヒータともに動作中で、ファンヒータは制御中) にお

いて、計測手段 に流量Qa を計測し(S ０ )、変ィ出量 ( A 2)を計算して (S ０2)

その値を分析し(S 3) A2が でないので、変数 e の値を確認する (S 3)

０1０6 e は2なので、更に a と比較を行う (S 6)。現時点でS 6の判別で、動

作開始・停止判別を行うための最大の時間経過しているので、この流量変ィビが動作

器具に対しての流量制御と断定できない。そのため、流量計算Zの処理を行い(

8) e のカウント値を次の判別を行えるようにクリアし(S 9)、そして、器具流量

積算手段 8がS 8で求めた動作中のガス器具の使用流量を積算し(S ga) 、次

の2秒 (流量計測の時間)が来るまで待ち状態になる (S ００)

０1０7 ここで、流量計算 は、図9のフローチヤートであり、現在動作中のガス器具数を確

認して(S4００)、動作中の台数は2台なので、判別状態になってからのA 2の特徴を

解析してこの流量の変ィビがどの器具のものか解析して( 4０2) 、動作中の器具を器



具判別手段3に問い合わせ、現在ガステーブルとファンヒータが 台ずつ動作してい
るとレづことを把握し( 4０3) 、更に流量計算優先度記憶手段 7を参照し、どのガス

器具皿の流量計算を優先して行うか確認する ( 4０4)

０1０8 そして、2重のループ ( c 回ループと動作中器具の台数回のループ) のなか

で、ガス器具毎に付与されている優先度を比較し( 4０5) 、更に 4０2での解析結果

を反映させて ( 4０6) 、対象時刻での対象器具 (ガステーブルとファンヒータ) の器具

月りの流量を求める (S4０7 S4０8 S4０9)

０1０9 c 回ループは、古い時間の方からにこでは、 O とレづ順で) 流量

の計算を〒ラループとし、器具の台数回のループは、優先度の高い順に流量の計算

を〒ラループとする。

０11０ また、S 4０2でA 2の特徴からその変ィビがどの器具の流量制御か判別する方法は、

例えば、 A 2 が o 以内にある状態を a 以上継続してある場合

は、ファンヒータに対しての流量制御であるとレづように、ガス器具毎に予め決めてい
て、器具流量計算手段に設定されているものとする。

０111 2から 4については、 gから までの処理と同じなので説明は省略する。

０112 5 (ガステーブル、ファンヒータともに動作中で、ファンヒータは制御中) において、

流量計測手段 に流量Qa を計測し(S ０ ) 、変ィロ量 ( A 2)を計算して (S ０2) 、そ

の値を分析し(S ０3) A 2が でないので、変数 の値を確認する (S 3)

０113 はOなので判別状態に遷移して ( 4) e をカウントアップして (S 5 、

次の2秒 (流量計測の時間) が来るまで待ち状態になる (S ００)

０114 時刻 6 (ガステーブル、ファンヒータともに動作中で、ファンヒータは制御中) にお

いて、計測手段 に流量Qa を計測し(S ０ ) 、変ィロ量 ( A 2)を計算して (S ０2 、

その値を分析し(S ０3) A 2が でないので、変数 e の値を確認する (S 3)

０115 e は なので、更に a と比較を行う (S 6)。現時点でS 6の判別で、動

作開始・停止判別を〒うための最大の時間経過していないので、この流量変ィビが動

作器具に対しての流量制御と断定できないので、 e を更にカウントアップして (

2０、次の2秒 (流量計測の時間 が来るまで待ち状態になる ( ００

０116 時刻 7 (ガステーブル、ファンヒータともに動作中で、ファンヒータは制御終了) に



おいて、計測手段 に流量Qa を計測し(S ) 、変ィロ量 ( A 2)を計算して (S ０2)

、その値を分析し(S 3) A 2が なのでA 2が なので、変数 を確認する (

０4)

０117 は、2なので判別処理を行う (S ０6)。しかし、この場合は、器具判別手段3は

、予め登録されているA 2の時間変ィビではないので、器具の動作開始と判別しない。

また、この間の流量の変化は、現在動作している器具の流量とも異なるので、動作停

止とも判断しない。そして、それまでの流量変ィトが流量制御によるものだと判明した

ので判別状態を抜ける (S ０7)

０118 次に、動作開始・停止判別を実行しなかったので (S ０8) 、流量計算Zの処理を行

い(S ) e のカウント値を次の判別を行えるようにクリアし(S 2) 、そして、器

具流量積算手段 8が で求めた動作中のガス器具の使用流量を積算し(S 2

a ) 、次の2秒 (流量計測の時間) が来るまで待ち状態になる (S )。時刻 8につ

いては、 8と同じなので説明を省略する。

０119 時刻 g (ファンヒータは動作中で、ガステーブルは停止) において、流量計測手段

に流量Qa を計測し(S ) 、変ィロ量 ( A 2)を計算して (S ０2) 、その値を分析し(

S 3) A 2が ではないので、変数 e の値を確認する (S 3)

０12０ e はOなので判別状態に遷移して ( 4) e をカウントアップして (S 5)

次の2秒 (流量計測の時間) が来るまで待ち状態になる (S )
o

０121 時刻 g (ファンヒータは動作中) において、流量計測手段 に流量Qa を計測し(

S ) 、変ィロ量 ( A 2)を計算して (S 2) 、その値を分析し(S 3) A 2が なので

、変数 e を確認する ( ０4)

０122 e は、 なので判別処理を行 (S ０6) A 2の時間変ィビと判別状態に遷移す

る直前と直後 (二現在) の流量計測部 が計測する流量Qa の変ィロ量 (Qa) とで、器

具判別手段3は、ガステーブルが停止したと判別する (動作中の台数を にする)。停

止したと判別するのは、例えば、A 2が負でQaと動作している器具の2 s 前の流量

とが誤差 ０ 以内にある場合に行うものとする。

０123 そして、判別状態を抜け(S ０7) 、停止判別をしたので (S ０8) 、流量計算 を行

い(S 9) e のカウント値を次の判別を行えるようにクリアし(S ０) 、そして、器



具流量積算手段 8がS ０9で求めた動作中のガス器具の使用流量を積算し(S ０

a ) 、次の2秒 (流量計測の時間) が来るまで待ち状態になる (S )
o

０124 日き亥 2０については、動作しているガス器具 異なるものの処理ついては 3と

同じなので省略する。

０125 時刻 2 (ファンヒータは動作中で、制御開始) において、流量計測手段 に流量Q

a を計測し(S ) 、変ィロ量 ( A 2)を計算して (S ０2) 、その値を分析し(S 3 、

A 2が ではないので、変数 の値を確認する (S 3

０126 はOなので判別状態に遷移して ( 4) e をカウントアップして (S 5 、

次の2秒 (流量計測の時間) が来るまで待ち状態になる (S )
o

０127 時刻 22 (ファンヒータは動作中で、制御終了) において、流量計測手段 に流量Q

a を計測し(S ) 、変ィロ量 ( A 2)を計算して (S ０2) 、その値を分析し(S 3 、

A 2が なので、変数 e を確認する (S ０4)

０128 e は、 なので判別処理を行 (S ０6) A 2の時間変ィビと判別状態に遷移す

る直前と直後 (二現在) の流量計測部 が計測する流量Qa の変ィロ量 (Qa) とで、器

具判別手段3は、以下の判別を下す。それは、Qaが現在のファンヒータの流量と異

なるのでファンヒータが停止したのではなく、制御が行われたと判別する。動作開始・

停止の判別を行わなかったので (S ０8) 、流量計算Zの処理を行い(S ) e

のカウント値を次の判別を行えるようにクリアし(S 2) 、そして、器具流量積算手段

8が で求めた動作中のガス器具の使用流量を積算し(S 2a) 、次の2秒 (流

量計測の時間) が来るまで待ち状態になる (S )
o

０129 以上のように、器具判別手段3の判別内容によって、ガス器具毎の流量計算を精度

よく行うため、その計算方法を変える。また、S 3で行っている A 2が０付近であると

いう判別は、 A 2 が2 o 以下である場合に０付近であると判別する。そし

て、動作しているガス器具皿が 台の時は、無条件に流量計測手段 の計測値を動

作中のガス器具皿の流量とすることは、流量パターンで器具別使用流量を求めるよ

りも短時間に且、高い精度に器具別使用流量を求めることができるためである。

０ 3０ (実施の形態2

図 ０は、本発明の実施の形態2における流量計測手段 が計測した流量の時間変



ィビをプロットした図である。なお、流量計測装置の構成図は、実施の形態 のものと同

じである。

０131 図 ０は、ファンヒータが動作中に、給湯器が時刻 4の時に動作を開始して、 8に

停止したものである。ここで、給湯器は一般的にファンヒータと比べて使用するガスの

流量も大きく、使用する流量も大きいので、制御によって変動する値も大きい。そのた

め、一且給湯器が動作してしまぅと、他の動作しているガス器具皿への制御は、流量

計測手段 が計測する計測値の波形上で見えなくなってしまい、制御が行われた時

刻とその変化量を特定することもできない。更に、規則性があるわけでもない。

０132 だから、図2の器具流量計算優先度記憶手段 7において、給湯器の優先度を低く

し、給湯器動作中の器具の流量は、基本的には一定と近似する。その理由は、給湯

器の流量制御を他ガス器具への制御と判別してしまぅと、他ガス器具の使用流量の

誤差は大きなってしまい、逆に給湯器以外のガス器具の流量制御を給湯器の流量

制御としても誤差は小 、刮 れづ考えを根拠としている。

０133 しかし、給湯器の動作期間前後 ( 4 7)で、流量計測手段 が計測する流量Qa

に差があった場合には、給湯器が動作中に動作中の他ガス器具に対して流量制御

が行われたことは明白であるので、次のよぅに動作中の他のガス器具にこでは、ファ

ノヒータ) の流量を計算する。なお、この期間の給湯器の流量は、停止判別された器

具であるので、流量計測手段 の計測値Qa から他ガス器具の使用流量和を減算し

て求める。

０134 図 、本実施の形態における器具流量計算手段 6の動作を示すフローチヤー

トであり、実施の形態 の流量計算 の処理のS 3 2以降の処理 (処理群X)を置き換

えるものである。

０135 時亥 で給湯器が停止すると(S5 ００) dQ (給湯器動作前後の流量計測手段

が計測する計測値の差) を計算して (S5 ０ ) dQが でない場合には (S5 2) 、2重

のループ (給湯器の動作時間分のループと動作中器具の台数回のループ) のなかで

、ファンヒータの流量計算は、対象時刻2秒前の流量にゅ足したもの ( 5０4)を、給

湯器の流量計算は、流量計測手段 の計測値Qa から他ガス器具の使用流量和を

減算して求める (S5 5)。なお、ゅとはdQを給湯器が動作中の時間で除算した値と



する。

０136 なお、S 5 で停止判別でない場合は、実施の形態 と同様に処理群Xの処理を行

っ。

０137 このよぅに、ガス器具が動作した全てのパターンにおける流量Qa の波形も持って

いなくても、器具判別手段3の判別結果を元に動作ガス器具の使用流量計算方法を

変更することによって、使用流量計算の精度よく行ぅことができる。そして、使用ガス

器具の判別を超音波流量計の計測流量を基にして行ぅことで、それぞれのガス器具

の器具別の流量を算出することができ、器具別料金などの顧客サービスを実現する

ことができるものである。

０138 以上で説明した手段は、CP (またはマイコン) 、山女 、 O 、記憶・記録装置、1

などを備えた電気・情報機器、コンピュータ、サ一バー等のハードリソースを協働

させるプログラムの形態で実施してもよい。プログラムの形態であれば、磁気メディア

や光メディアなどの記録媒体に記録したりインターネットなどの通信回線を用いて配

信したりすることで新しい機能の配布・更新やそのインストール作業が簡単にできる。

０139 (実施の形態3)

図 2は、本発明の第3の実施の形態における流量計測装置としてのガスメータの

ブロック図を示すものである。

０14０ 図 2においてガスメータは、流路 ００6に流れる流量を計測する流量計測手段とし

ての超音波流量計 ００7と、前記超音波流量計 ００7が所定時間間隔ごとに計測し

た流量値から差分流量を算出する差分流量検出手段 ００8と、流路 ００6 に接続さ

れて使用開始されたガス器具 (器具) を判別する開始器具判別手段 ００9と、前記差

分流量を用いて開始器具の瞬時流量を求める瞬時流量推定手段 ００と、前記瞬

時流量推定手段 ００の瞬時流量値を基に使用停止した器具を判別する停止器具

判別手段 ０ とを備えたものである。

０14 1 ここで、 ０ 2は、開始器具と停止器具の対応付けを行ぅ器具対応手段、 ０ 3は

ガス管路、 ０ 4は流量計測装置としてのガスメータ、 ０ 5はガスを停止させたい時

に流路 ００6を遮断する流路遮断弁、 ０ 6は操作部、 ０ 7は流量値などを表示す

る表示部、 ０ 8はそれぞれの動作制御や演算を行ぅマイコン、 ０ 9は電池、 ０2０



～０22はガス管路 ０ 3に接続されたガス器具、 ０23は器具対応手段 ０ 2で対

応付けられたガス器具の個別使用流量を算出する器具別流量算出手段である。

０142 以上のように構成されたガスメータについて、以下図 2から図 6を用いてその動

作、作用を説明する。

０143 まず、基本的な動作は、差分流量が所定値より大きくプラス値の場合、なんらかの

器具が動作開始したと判別し、また差分流量が所定値より大きくマイナス値の場合、

なんらかの器具が動作停止したと判定するものである。これを第 の判別とし、開始器

具判別手段 ００9と停止器具判別手段 ０ で行うものである。

０144 ここで、差分流量とは、所定時間間隔としての例えば2秒間隔で計測された瞬時流

量値を用いて、特定時間間隔 (例えば4秒間にとの流量差を求めることで算出する。

この差分流量を4秒差分流量と呼ぶこととする。なお、2秒間隔の計測や、4秒差分流

量を用いることは、一実施の形態であり、場合によっては他の時間間隔を用いて行う

こともある。

０145 ただ、本実施の形態のように、電池で駆動させ超音波を利用したガスメータでは、

低消費電力と計測精度の観点から、ガス器具の動作を見逃すことなく、ガス器具の動

作流量を検出することができる2秒間隔計測と4秒差分流量を用いることが適している

のである。また、 秒以下の短時間間隔で計測することでより精度良く流量計測と器

具判別を行えることは明白である。なお、以下の説明では、4秒差分流量を差分流量

として説明している場合もあることを付記しておく。

０146 次に、図 3のような流量変ィトの場合について説明する。まず、時系列ごとに実際の

事象を説明すると、時刻 において、ガス器具としてのガスコンロ ０2０が使用開始

され、その後 2にて、ガス器具としてのフアンヒータ ０2 が使用開始される。このた

めに計測流量は2段階に変化している。そして、時刻 3においてフアンヒータ ０2

の火力調節の制御が働いたので、流量がわずかに減少している。

０147 このような現象が 3 4 5において3回発生した後、 6において流量値が大き

く減少してフアンヒータ ０2 が停止したのである。さらに、時刻 7で、 心な流量減

少があった後、最後の 8で大きな流量減少があり、計測流量がゼロとなり、ガスコン

ロ ０2０が停止したものである。



０14 8 このよぅな事象の4 秒差分流量の値を算出すると、図 4 のよぅになる。ここでは、時

刻 と 2で大きな差分流量が検出され、時刻 6 と 8でマイナスの大きな差分流量

が検出され、ガス器具の使用が開始したことと使用が停止したことが第 の判別として

わかる。しかし、使用開始したガス器具のぅち、どのガス器具が使用停止したのかを

判別することは、 6 と 8の差分では判別することが困難である。

０14 9 そこで、大きな差分流量だけでなく、図 4 に示すよぅにガス器具に制御がかけられ

たときの小さい差分流量を用いて、時々刻々と変化する瞬時流量を推定することで、

どのガス器具が停止したのかを次のよぅにして判別することができる。これを第2 の判

別とし瞬時流量推定手段 ００が行ぅものである。そして、時々刻々と変ィビする瞬時

流量は、瞬時流量推定手段 ００によって求めるのである。

０15０ ここで、瞬時流量推定手段 ００の動作について説明する。まず、瞬時流量推定手

段 ００は、差分流量値の大きさによって、その差分流量がどの開始器具であるかを

判別することとした。例えば、図 5 に示す制御判別値を境にして、差分流量が小 、刮
場合は (例えば、差分流量が8 以上から2 5 未満の場合 ) 、ファンヒータ ０2 の差

分流量と判断する。また差分流量が大きい場合は (例えば、差分流量が 2 5 以上か

ら7 5 未満の場合 ) は、ガスコンロ ０2０の差分流量と判別する (制御判別値が 8

とｱ 2 5 、開始判別値が 7 5 、停止判別値が とレづ設定の場合である) 。

０15 1 このよぅに決めた理由は、ファンヒータ ０2 が電子回路によって自動制御されるた

め細かい流量変ィヒ、すなわち差分流量が発生するためである。よって小さい差分流

量はファンヒータ ０2 の動きと判断するのである。また、ガスコンロ ０2０は主に手動

で火力調整されるので、大きな流量変ィビが発生する。このことを利用して大きな差分

流量はガスコンロ ０2０の差分流量と決めているのである。

０15 2 また、差分流量値の大きさによって、どのガス器具の差分流量かを決めておけば、

ガス器具が動作開始した開始流量Q s に、差分流量 を加減算していくことで、そ

のガス器具の瞬時流量が推定できる。その推定瞬時流量Q は、Q 二Q s A Q 辻

なる。この瞬時流量Q をガス器具ごとに逐次求めることとしたのである。差分流量が制

御判別値を超えない場合は、そのときの推定瞬時流量が維持されるものである。

０15 3 そして、その時々の瞬時流量を推測し、ガス器具が今どの流量で動作しているかを



時々刻々と逐次把握することで、停止したときの直前の瞬時流量がわかる。そして、

ガス器具が停止したときの差分流量は、停止直前の瞬時流量となるので、推定瞬時

流量と停止器具判定手段が判定した停止時の差分流量を比較することで、どのガス

器具が停止したかを判別することができるのである。

０154 このよぅに瞬時流量推定手段 ００によって、複数のガス器具が同時に使用されて

も、どのガス器具がどれだけの瞬時流量で使用されているかが時々刻々と逐次把握

することができるので、停止器具判別手段 ０ は、ガス器具が停止した停止時の差

分流量を計測することで、瞬時流量推定手段 ００により求めた瞬時流量値と、停止

時の差分流量値とを比較して停止器具を精度良く判別することができる。また、ガス

器具の開始と停止を判別する第 の判別と、個々のガス器具の瞬時流量を推定する

第2の判別を用いることで、それぞれのガス器具が使用したガスの総使用流量は、推

定瞬時流量を積算していくことで、個別のガス器具ごとに算出することができるのであ

る。

０155 また、ガス器具の使用停止を判別するには、第 の判別である器具停止判別手段

が行ぅのであるが、ガス器具の流量変化が何度も発生して停止直前の流量が、停止

判別値よりも 心くなっている場合がある。このときは、推定瞬時流量と差分流量がほ

ぼ等 、とき、そのガス器具が停止したと判別する方法も兼ね備えておくこととするこ

とで、ガス器具の使用流量が微少になっても器具停止を判別することができる。

０156 なお、 台のガス器具しか動作していない場合は、このよぅな判別を行わなくてもガ

ス器具の開始と停止は容易に判別できるので、使用ガス器具の動作台数に応じて、

判別方法を変更していくことも考慮して行っているものである。

０157 さらに、図 6に示すよぅに、差分流量の大きさによって加算するガス器具を判別し

ているため、制御判別値よりも 心い差分流量で変ィビした場合、誤差を伴って瞬時流

量が推定されることもある。このよぅな誤差を訂正するために、瞬時流量推定手段 ０

０は、超音波流量計 ００7が計測する総流量と、瞬時流量推定手段 ００が推定し

てもとめた各ガス器具の流量和とを比較して流量補正を行いながら瞬時流量値を検

出することとした。

０158 例えば、瞬時流量推定手段 ００は、それぞれのガス器具の瞬時流量を推定で求



めているが、その推定瞬時流量の総和流量 Qは、超音波流量計の計測流量Q s

と一致しなければならない。この性質を利用して、いずれかのガス器具の流量を補

正することとした。その方法は、差分流量が小さいファンヒータ ０2 の推定流量Qfが

正 、と判断して、ガスコンロ ０2０の推定流量 を補正するものである。

０159 なぜなら、ファンヒータ ０2 は電子回路で制御されるので決められた差分流量しか

発生しないし、また、長時間での動作になることが多いので、誤差が少ないと考えら

れるからである。もし、Q s 二Qf Q でないなら、その差流量 O 二Q s Z

Qを補正値として、ガスコンロ ０2０の流量を補正する。ガスコンロ ０2０の補正流量

は、Q 二Q A Q Oとなる。このように誤差が生じた器具の流量も、補正することが

できる。

０16０ このように、推定流量を補正することでより精度の商い器具判別を実現することがで

きる。そして、使用器具の判別を超音波流量計の計測流量を基にして行うことで、そ

れぞれのガス器具の器具別の流量を算出することができ、器具別料金などの顧客サ

ービスを実現することができるものである。

０161 なお、以上の説明は超音波流量計を用いた場合について説明したが、他の瞬間式

の流量計測手段でも、同様の効果が得られることは明白である。そして、超音波流量

計を用いることで、流量に関係なく等時間間隔に計測タイミングが設定できるので、ど

んな流量のガス器具でもタイミングよく使用されているガス器具を判別することができ

る。

０162 また、操作部 ０ 6では接続されているガス器具を登録したり、表示部 ０ 7では、

その登録内容やガス器具ごとのガス使用量のデータを表示したりすることができる。

そして、ガス器具ごとの瞬時流量を推定しながら把握しているので、瞬時にガス使用

量から異常を検知することができ、流路遮断弁 ０ 5でのガス遮断を早期に行うこと

ができる。

０163 また、追加のハードウェアなしにマイコンソフトとして器具判別機能を付加することが

できるので、電池で使用されるガスメータ ０ 4にも容易に搭載することができる。特

に器具判別するガス器具を特定のガス器具に制限した場合は、より有効に効果を発

揮することができる。



０164 (実施の形態4)

図 7は、本発明の第4の実施の形態における流量計測装置としてのガスメータの

ブロック図を示すものである。

０165 図 7においてガスメータは、流路 2００6に流れる流量を計測する流量計測手段とし

ての超音波流量計2００7と、前記超音波流量計2００7が所定時間間隔に計測した流

量値の特定間隔差分流量を基に流路に接続されて使用される器具を判別する開始

器具判別手段2００8と、前記特定間隔差分流量を基に使用停止した器具を判別す

る停止器具判別手段2００9とを備え、前記停止器具判別手段2００9は使用開始器具

の中から停止判別条件を基に選択して判別するとともに、開始器具と停止器具の対

応付けを行ぅ器具対応手段2００とを備えたものである。そして、前記器具対応手段

2００によって対応付けられた器具の流量値を算出する器具別流量算出手段2０

を備えた構成とした。ここで、2０ 2は前記超音波流量計2００7の瞬時流量や差分流

量などの流量情報とその発生時刻 (開始時刻と停止時刻) または継続時間などの時

間情報と、器具の開始判別条件や停止判別条件などの判別条件情報を記憶する記

憶メモリー、2０ 3はガス管路、2０ 4は流量計測装置としてのガスメータ、2０ 5はガ

スを停止させたい時に流路 2００6を遮断する流路遮断弁、2０ 6は操作部、2０ 7は

流量値などを表示する表示部、2０ 8はそれぞれの動作制御や演算を行ぅマイコン、

2０ 9は電池、2０2０～2０23 ガス管路に接続されたガス器具である。

０166 以上のよぅに構成されたガスメータについて、以下その動作、作用を説明する。

０167 まず、図 8から図25を用いて開始器具判別と停止器具判別の動作、方法につい
て説明する。

０168 開始器具判別手段2００8や停止器具判別手段2００9の判定は、所定時間間隔とし

ての2秒間隔で計狽 された瞬時流量値の差分流量を用いて行ぅ。ここで、差分流量

は、所定時間間隔の2倍を特定間隔として用い、4秒間の流量差を特定間隔差分流

量として用いる。この差分流量を4秒差分流量と呼ぶこととする。

０169 そこで、4秒差分流量が所定流量値より大きくプラス値の場合、なんらかの器具が

動作開始したと判別し、また4秒差分流量が所定流量値より大きくマイナス値の場合

、なんらかの器具が動作停止したと判定する。



０17０ なお、2秒間隔の計測や、4秒差分流量を用いることは、 実施例であり、ケースによ

っては他の時間を用いて行ぅこともある。ただ、本実施例のよぅに電池で駆動させる超

音波を利用したガスメータでは、低消費電力と計測精度の観点から、2秒間隔計測に

よる4秒差分流量を用いることが適している。すなわち、4秒差分では、器具の動作を

見逃すことなく、器具の動作流量を検出することができるのである。

０171 そして、4秒差分流量が、判別条件として登録されている流量値と等 、か、または

その流量範囲に該当する場合は、その差分流量値から所定器具と判別して開始器

具判別または停止器具判別を行なぅものである。

０172 例えば、使用される流量が低流量域の場合、ガス器具はたくさん存在する。そこで

、差分流量だけでは判別が困難であり、差分流量の挙動を見て判別する。図 8の流

量変ィロ特性図のよぅな場合は、時刻 でガス器具2０2０としてのガスファンヒータが

使用開始され、その後、時刻 2でガス器具2０2 としてのガスコンロが使用開始され

る。そして、時刻 3ではガスコンロの火力調節が低流量側に行われ、時刻 4でガス

ファンヒータが停止し、時刻 5でガスコンロが停止したものである。

０173 このよぅな特性の場合、図 9に示す4秒差分流量の流量変化特性から、時刻 で

は、差分流量が開始器具判別条件の流量値Q sより大きく、その差分流量の立上がり

が緩やかであることを利用して、開始器具判別手段2００8がガスファンヒータである判

別とする。

０174 また、時刻 2では差分流量が開始器具判別条件の流量値Qsより大きく、その差分

流量の立上がりが急激であるので、ガスコンロの開始判別条件と適合しガスコンロと

開始器具判別手段2００8が判別する。なお、これら条件は、事前に記憶メモリーに記

憶された条件であり、立上がりの緩やかさ加減は数値的に設定されているものである

。そして、これらの諸条件はそれぞれの家庭において適切な条件に書き換えられて

変更されているものである。

０175 また、時刻 3では差分流量が立ち下がっていることが検出されているが、差分流

量の絶対値が器具停止判別条件の流量値Qeより刀心いので器具停止とは判別しな

０176 そして、時刻 4では、差分流量の絶対値が所定の閾値Qeを越えているので何か



の器具が停止したと判別する。ここで、先に使用開始と判別した使用開始器具である

ガスファンヒータとガスコンロの中から、どちらの器具が停止したかを判別する。

０177 ここでは、ガスコンロの火力が途中で調整されたため、立下りの差分流量だけから

ではどの器具かは非常に判別しにくくなっている。そこで、次の計測時間に計測され

た流量値を判別すると、絶対流量が 4とレづ非常に少ない流量で流れていることが

わかる。

０ 78 この流量はガスコンロの火力を絞ったときにのみ発生する小流量にの値も判別条

件として設定しておくものである) なので、ガスコンロが時刻 4から 5の間では使用

されていることが分かる。

０179 よって、時刻 4の時に停止した器具は、開始判別した器具の中から最後まで動い
ていたガスコンロを除くことによって、途中で停止した器具はガスファンヒータであるこ

とがわかる。

０18０ また、時刻 5では差分流量が小さく立ち下がっているが、閾値Qbを越えないので

停止器具とは判別されない。しかし、この後の計測流量がゼロになっていることから、

停止器具判別手段2００9は動作開始した器具が全て停止したと判別する。そして、

残った開始器具の中から時刻 5でガスコンロが停止したと判別するのである。

０181 このよぅに、停止器具判別手段は、停止後の計測流量値によって器具を特定すると

共に、使用開始器具の中から選択して停止器具を判別することができるのである。

０182 また、器具対応手段2００によって、開始器具判別手段の判定結果と停止器具判

別手段の判別結果を照合することで、それぞれの器具がどのよぅに使用されたかを

特定することができる。この例では、時刻 から時刻 4までがガスファンヒータの使

用時間帯であり、時刻 2から時刻 5までがガスコンロの使用時間帯であると器具対

応手段2００によって対応付けられる。

０183 そして、器具別流量算出手段2０ は、対応付けられた器具の使用した流量を、開

始時の差分流量 と、停止時の差分流量 (Q3 の平均流量値と、器具が使用

された時間、すなわち 4 の時間を掛け合わせることで、ガスファンヒータの使用

流量を近似的に求めることができる。すなわち、ガスファンヒータの使用流量Qは、Q

二 (Q Q3 2ホ ( 4 ) 木 3 6００から求まる。



０184 また、ガスコンロの場合は、途中で流量変ィヒしていることと、2台のガス器具が動作

していたとレづ条件から、全積算流量からガスファンヒータの流量値を差し引いた値で

求めることができる。

０185 このよぅに器具対応手段2００によって、それぞれの器具の使用時間を明確にする

ことで、それぞれの器具が使用したガス流量を個別に算出することができるのである

０ 86 次に、図2０に示す差分流量の変化のよぅに、大流量を使用するガス器具2０22とし

てのガス給湯器が使用された場合について説明する。ここでは、開始器具判別条件

の差分流量Q sとQ s をそれぞれ 以上と4００ 以上としておくこととする。同様に

マイナス側も e とQe をそれぞれ OO 以下と ００以下としておくこととする。

０187 そして、ガス給湯器が使用された場合、大流量の4秒差分流量が検出され、ガス給

湯器の開始器具判別条件である4秒差分流量の条件4００ 以上と適合する。よって

、開始器具判別手段2００8が，使用開始された器具はガス給湯器であると特定する

ことができる。また、その逆の停止器具判別においても同様に大流量の差分流量が

検出されるので、ガス給陽器停止したと判別される。

０188 このよぅに、差分流量の絶対値によって器具を特定することが、ガス給湯器のよぅな

大流量器具の場合は可能である。

０189 また、図2 に示すよぅに、A Q と 2において開始器具判別手段2００8が器具

の使用開始を判別したが、停止器具判別手段2００9では、A Q 3と 4で器具が停

止したことを判別した。そして、その後さらにA Q 5で、も刀台の器具が停止したと判

別するよぅな結果になっている。これは、 2において2台の器具が同時に使用され

たよぅな場合に発生するパターンである。このよぅに2台の器具が同時に使用された

場合は、差分流量からだけでは判別が困難である。

０19０ そこで、 5で停止器具が判別された場合、この時点ではすでに2台の停止器具

が判別されており、残った開始器具がないので不明器具として判別することにした。

しかし、この時点では不明器具であるが、全流量がゼロとなった時点で、過去の流量

差分データを再度検索してみることとする。そして、 2の時点の差分データが大き

いことを検出し、この時点で2台の器具が同時に動作が動作開始したと判別すること



で、不明器具と判別した結果を修正して開始器具と対応付けることができるのである

。そして、例えば、その器具は差分流量からガスコンロであると判別することとした。

０191 さらに、図22と図23に示すよぅな特性の場合は、開始器具判別が 2台の器具を判

別したのに対して、停止器具判別では 台の停止器具 (差分流量が つのビークを検

出したので 台と判別する) を判別した。そして、計測流量もゼロになり動作してレめ
器具がないと検出された。

このよぅな場合、全器具が停止したと判別することとし、 3の時刻に開始した2台の器

具が停止したと判別することとした。このよぅに判別することで、同時に複数台が停止

した場合の停止器具判別を可能とすることができる。

０192 また、図24 と図25に示すよぅな場合は、器具が使用されている状態で計測される流

量値に大きな変動が発生する。このよぅな場合は、図25に示すよぅに差分流量も多く

のピークを検出して、非常に判別が困難となる。よって、流量変動が多い器具が使用

された場合には、器具判別条件を変更することで、流量変動の影響を少なくして判

別精度を確保する。具体的には、従来の判別条件の閾値Q sや eよりQ s やQe の

よぅに絶対値を大きくすることで、流量変動による誤判別を低減することができるので

ある。

０193 流量変動が大きい器具とは、ガス給湯器のよぅな器具である。このよぅな器具が動作

した場合は、停止判別条件を上記のよぅに変更することにより、大流量の器具が動作

中と、低流量の器具が動作中とで、判別条件を分けることができ、低流量器具が動作

中の判別精度を向上することができる。

０194 また、開始器具の中から停止器具を判別することに重点をおいて説明してきたが、

停止器具判別手段はが停止判別条件を基に停止器具を判別した後、開始器具と停

止器具の対応づけ行ぅ場合、器具対応手段2００によって停止器具の情報を中心に

開始器具を判別して器具の対応を行ぅこともできる。

０195 すなわち、器具の使用開始直後の流量は不安定で器具を特定する情報としては不

確かである場合が見られる。このよぅな場合、停止器具判別手段の結果を用いて開

始器具を特定することで、精度の商い器具判別が可能となる。

０196 また、流量変動の状態によって、開始器具判別手段の結果を中心に対応付けを行



う場合と、停止器具の結果を中心に器具の対応付けを〒う場合とを併用して使い分

けることで、より精度の商い器具判別が可能となる。

０19 7 このように、使用開始器具と使用停止器具の使用状態、またはその前後の流量値

差分の使用状態から器具を判別することができ、それぞれの流量値や使用状態の時

間から器具別の流量を算出することができる。その結果、器具別料金の設定や、プリ

ペイドカード・ガス料金支払いシステムにおける使用ガス器具ごとの使用料金の設定

などの顧客サービスを実現することができるものである。

０19 8 なお、以上の説明は超音波流量計を用いた場合について説明したが、他の瞬間式

の流量計測手段でも、同様の効果が得られることは明白である。そして、瞬時流量計

を用いることで、流量に関係なく等時間間隔に計測タイミングが設定できるので、どん

な流量の器具でもタイミングよく器具を判別することができる。また、ガスメータで説明

したが、工業用流量計や水道メータにおいても同様に、流量計測装置の下流側に接

続された使用器具の判別や器具別使用流量の計測、器具の保安に使用することが

できる。

０19 9 本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲

を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明ら

かである。 本出願は、2 ００5年7月2 1 日出願の日本特許出願・出願番号2 ００5 21０9 1

5 、2 ００6年1０月2 5 日出願の日本特許出願・出願番号2 ００6 2898０7および2 ００6年12月

14 日出願の日本特許出願・出願番号2 ００6 336813に基づくものであり、その内容は

ここに参照として取り込まれる。

産業上の利用可能，性

０2 ００ 以上のように、本発明にかかる流量計測装置及びそのプログラムは、ガスメータの

下流に接続されたガス器具が各時刻におけるガス使用量 (流量) の計算を精度よく行

うことができるので、ガス器具が適正に使用されているか監視する保安等の用途や、

ガス器具別のガス利用料金の設定を可能にでき、プリペイドカードにおいても使用ガ

ス器具ごとに使用料金を設定することにも適用できる。

０2 ０1 また、本発明に係る流量計測装置は、差分流量を基に瞬時流量を推定することで

逐次使用開始器具の瞬時流量がわかっているので、ガス器具が使用停止したときの



差分流量を検出し、動作中のどのガス器具が使用停止したかを精度よく判別すること

ができるので、ガス以外の気体や水等の液体の器具別使用流量計測や器具別保安

処理を行ぅ流量計測装置に適用できる。

また、本発明にかかる流量計測装置は、流路に流れる流体の流量を計測する流量

計測手段と、前記流量計測手段が所定時間間隔ごとに計測した流量値から求める

任意の特定間隔差分流量を基に、流路に接続されて使用される器具を判別する開

始器具判別手段と、前記特定間隔差分流量を基に使用停止した器具を判別する停

止器具判別手段とを備え、前記停止器具判別手段は使用開始器具と判別された器

具の中から停止判別条件を基に選択して停止器具を判別するとともに、開始器具と

停止器具の対応付けを行ぅ器具対応手段を備えることで、使用開始器具情報と流量

情報の2つの情報を基に停止された器具を判別することができるので、選択する器具

範囲が狭いので停止した器具を精度よく判別することが可能である。



請求の範囲

流路内を流れるガス流量を一定時間間隔で計測し流量値データとして出カする流量

計測手段と、前記流量計測手段から出力される流量値データの差分値を求める演算

手段と、前記演算手段で求められる差分値に基づいて器具の使用を判別する器具

判別手段と、前記器具判別手段の判別結果によって計算方法を切り替えて前記器

具毎の使用流量を求める器具流量計算手段とを備えた流量計測装置。

2 器具流量計算手段は、予め定めたステップで流量計算を実行する計算処理手段を

複数個有し、器具判別手段が演算手段で求められる差分値を検出したとき、あるい
は器具判別状態に遷移してから同状態を抜けるまでに流量計測手段が流量計測を

行った回数、さらには使用ガス器具の台数によって、前記計算処理手段を切り替え

て器具毎の使用流量を求めるよぅにした請求項 記載の流量計測装置。

3 器具流量計算手段は、複数の器具が起動中にどの器具から順番に流量計算を実行

するかを、所定の条件下で予め設定した流量計算優先度記憶手段に基づいて決定

し、優先度の高い器具から使用流量を計算するよぅにした請求項 または2記載の流

量計測装置。

4 流量使用が 、さいほど優先度を高く設定する請求項3記載の流量計測装置。

5 動作後に使用流量の変更が行われる頻度の低い器具ほど優先度を高く設定する請

求項3記載の流量計測装置。

6 器具流量計算手段は、小流量使用器具が動作中に大流量使用器具が動作し始め

た場合に、前記大流量使用器具が動作する直前、直後の流量計測手段が計測する

流量の両者を比較して、前記大流量使用器具が動作している間の前記小流量使用

器具の使用流量を計算する請求項 ～5のいずれか 記載の流量計測装置。

7 請求項 から6のいずれか 項記載の流量計測装置の少なくとも一部をコンピュータ

に実行させるプログラム。

8 流路に流れる流体の流量を計測する流量計測手段と、前記流量計測手段が計測し

た流量値から求める差分流量値を算出する差分流量検出手段と、前記流路に接続

されて使用開始された器具を前記差分流量値によって判別する開始器具判別手段

と、前記差分流量値を用いて使用開始された器具の瞬時流量を求める瞬時流量推



定手段と、前記瞬時流量推定手段の瞬時流量値を基に使用停止した器具を判別す

る停止器具判別手段とを備えた流量計測装置。

9 瞬時流量推定手段は、差分流量の値によって判別した開始器具の瞬時流量を求め

る請求項8記載の流量計測装置。

０ 瞬時流量推定手段は、開始器具判別手段が使用開始と判別したときの差分流量に

その後の差分流量を加減算していくことで使用器具の瞬時流量を推定する請求項8

または9記載の流量計測装置。

停止器具判別手段は、瞬時流量推定手段により求めた瞬時流量値と停止時の差分

流量値とを比較することで停止器具を判別する請求項8から ０のいずれか 項記載

の流量計測装置。

2 瞬時流量推定手段は、流量計測手段が計測する総流量と、瞬時流量推定手段が推

定した瞬時流量の和とを比較して流量補正を行いながら瞬時流量値を求める請求項

8から皿のいずれか 項記載の流量計測装置。

3 流量計測手段は、瞬時流量計測手段としての超音波流量計を用いた請求項8から

2のいずれか 項記載の流量計測装置。

4 流路に流れる流体の流量を計測する流量計測手段と、前記流量計測手段が所定時

間間隔ごとに計測した流量値から求める任意の特定間隔差分流量を基に、流路に

接続されて使用される器具を判別する開始器具判別手段と、前記特定間隔差分流

量を基に使用停止した器具を判別する停止器具判別手段とを備え、前記停止器具

判別手段は使用開始器具と判別された器具の中から停止判別条件を基に選択して

停止器具を判別するとともに、開始器具と停止器具の対応付けを〒ぅ器具対応手段

を備えた流量計測装置。

5 流路に流れる流体の流量を計測する流量計測手段と、前記流量計測手段が所定時

間間隔ごとに計測した流量値から求める任意の特定間隔差分流量を基に、流路に

接続されて使用される器具を判別する開始器具判別手段と、前記特定間隔差分流

量を基に使用停止した器具を判別する停止器具判別手段とを備え、前記停止器具

判別手段は停止判別条件を基に停止器具を判別するとともに、前記停止器具に対

応する開始器具を所定条件によって判別して器具の対応を〒ぅ器具対応手段を備



えた流量計測装置。

6 差分流量の絶対値によって器具を特定する停止判別条件とした請求項 4または 5

記載の流量計測装置。

7 停止器具判別手段は、停止後の計測流量値によって器具を特定する停止判別条件

とした請求項 4または 5記載の流量計測装置。

8 停止器具判別手段は、器具停止を判別したのに開始器具がなかった場合、不明器

具として判別する請求項 4または 6または 7記載の流量計測装置。

9 停止器具判別手段は、計測流量値がゼロになったのに使用開始器具が残ってレ巧

場合、ゼロになった時点で開始器具が停止したとして判別する請求項 4または 5記

載の流量計測装置。

2０ 開始器具判別手段によって判別された使用開始器具によって停止判別条件を変更

する請求項 4から 9のいずれか 項記載の流量計測装置。

2 流量計測手段は、瞬時流量計測手段としての超音波流量計を用いた請求項 4から

2０のいずれか 項記載の流量計測装置。
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