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(57)【要約】
【課題】液体の流速を測定する装置において、予め取得
しておくべき定数の個数を削減することを目的とする。
【解決手段】制御／演算部２８は、第１超音波振動子１
０から超音波が送信されてから、当該超音波が第２超音
波振動子１４で受信されるまでの時間と、第２超音波振
動子１４から超音波が送信されてから、当該超音波が第
１超音波振動子１０で受信されるまでの時間との差異を
時間Δとして求める。制御／演算部２８は、時間Δ、超
音波の液体中での伝搬速度ｃ3、液体中の超音波の伝搬
方向θ3、および液体中の超音波の伝搬路を含む断面に
おける前記液体流路の幅Ｄに基づいて、液体の流速を求
める。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管状の液体流路の管壁に配置され、超音波を送受信する第１および第２超音波送受信部
と、
　前記第１超音波送受信部から超音波が送信されてから、当該超音波が前記第２超音波送
受信部で受信されるまでの時間と、前記第２超音波送受信部から超音波が送信されてから
、当該超音波が前記第１超音波送受信部で受信されるまでの時間と、の差異を往復差異時
間として求める時間測定部と、
　前記往復差異時間、超音波の液体中での伝搬速度、液体中の超音波の伝搬方向、および
液体中の超音波の伝搬路を含む断面における前記液体流路の幅、に基づいて、液体の流速
を求める流速測定部と、
　を備えることを特徴とする流速測定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の流速測定装置において、
　前記第１超音波送受信部は、
　前記液体流路の互いに対向する管壁のうちの一方に配置され、
　前記第２超音波送受信部は、
　前記互いに対向する管壁のうちの他方に、前記液体流路を挟んで前記第１超音波送受信
部に斜向かいに対向するよう配置され、
　前記流速測定部は、
　前記互いに対向する管壁間の距離を前記液体流路の幅として、液体の流速を求めること
を特徴とする流速測定装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の流速測定装置において、
　前記時間測定部は、
　前記第１超音波送受信部から超音波が送信されてから、当該超音波が前記液体流路内で
反射し前記第２超音波送受信部で受信されるまでの時間と、前記第２超音波送受信部から
超音波が送信されてから、当該超音波が前記液体流路内で反射し前記第１超音波送受信部
で受信されるまでの時間と、の差異を往復差異時間として求めることを特徴とする流速測
定装置。
【請求項４】
　前記第１および第２超音波送受信装置が、前記流体経路の管壁外側に配置される、請求
項１から請求項３のいずれか１項に記載の流速測定装置において、
　前記液体流路の管壁に配置され、超音波を送受信する第３超音波送受信部と、
　前記第３超音波送受信部から超音波が送信されてから、当該超音波が前記液体流路内で
反射し前記第３超音波送受信部で受信されるまでの時間に基づいて、超音波の液体中での
伝搬速度を求める伝搬速度測定部と、
　前記伝搬速度測定部によって求められた伝搬速度、前記第１若しくは第２超音波送受信
部から前記液体流路の管壁に入射する超音波の伝搬速度、および当該超音波の入射角度、
に基づいて、液体中の超音波の伝搬方向を求める伝搬方向測定部と、
　を備え、
　前記流速測定部は、
　前記伝搬速度測定部によって求められた伝搬速度、および前記伝搬方向測定部によって
求められた伝搬方向に基づいて、液体の流速を求めることを特徴とする流速測定装置。
【請求項５】
　管状の液体流路の管壁外側に配置され、超音波を送受信する第１および第２超音波送受
信部と、
　前記第１超音波送受信部から超音波が送信されてから、当該超音波が前記第２超音波送
受信部で受信されるまでの時間から、液体外の領域に対する液体外伝搬時間を除いた第１
時間と、前記第２超音波送受信部から超音波が送信されてから、当該超音波が前記第１超
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音波送受信部で受信されるまでの時間から液体外伝搬時間を除いた第２時間と、を求める
時間測定部と、
　前記第１時間、前記第２時間、液体中の超音波の伝搬方向、および、液体中の超音波の
伝搬路を含む断面における前記液体流路の幅に基づいて、液体の流速を求める流速測定部
と、
　を備える流速測定装置において、
　前記液体流路の管壁外側に配置され、超音波を送受信する第３超音波送受信部と、
　前記第３超音波送受信部から超音波が送信されてから、前記第３超音波送受信部が配置
された壁面に対する裏側の壁面で当該超音波が反射し、前記第３超音波送受信部で受信さ
れるまでの時間に基づいて、液体外伝搬時間を求める液体外伝搬時間測定部と、
　を備え、
　前記時間測定部は、
　前記液体外伝搬時間測定部によって求められた液体外伝搬時間に基づいて、前記第１お
よび第２時間を求めることを特徴とする流速測定装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の流速測定装置において、
　前記第３超音波送受信部から超音波が送信されてから、当該超音波が前記液体流路内で
反射し前記第３超音波送受信部で受信されるまでの時間に基づいて、超音波の液体中での
伝搬速度を求める伝搬速度測定部と、
　前記伝搬速度測定部によって求められた伝搬速度、前記第１若しくは第２超音波送受信
部から前記液体流路の管壁に入射する超音波の伝搬速度、および当該超音波の入射角度、
に基づいて、超音波の伝搬方向を求める伝搬方向測定部と、
　を備え、
　前記流速測定部は、
　前記伝搬方向測定部によって求められた伝搬方向に基づいて、液体の流速を求めること
を特徴とする流速測定装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管状の液体流路に導かれる液体の流速を測定する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハイブリッド自動車、エンジン駆動自動車等のエンジンを搭載する自動車には、エンジ
ンを冷却する装置が搭載される。また、ハイブリッド自動車、電気自動車等の駆動用モー
タを搭載する自動車には、駆動用モータの電力供給回路を冷却する装置が搭載される。こ
のような冷却装置は、エンジン、駆動用モータ等の冷却対象物に液体の冷媒を導く液体配
管を備える。冷媒の流量（単位時間当たりに流れる体積）を制御するため、あるいは、冷
媒の流量が適切であるか否かを検出するため、冷却装置には、冷媒の流量を測定する流量
測定装置が用いられる。また、電力調整設備の水冷式冷却装置、油圧駆動機構、液体を用
いる工業用機械等、液体を循環させる必要のある一般の装置にも、流量測定装置が広く用
いられている。
【０００３】
　流量測定装置には、液体配管内の第１の点から第２の点へと伝搬する超音波の伝搬時間
と、液体配管内の第２の点から第１の点へと伝搬する超音波の伝搬時間との差異に基づい
て液体の流速および流量を測定するものがある。このような流量測定装置は、液体配管の
所定位置に固定された２つの超音波振動子を備える。流量測定装置は、一方の超音波振動
子から超音波が送信されてから、他方の超音波振動子でその超音波が受信されるまでの時
間と、他方の超音波振動子から超音波が送信されてから、一方の超音波振動子でその超音
波が受信されるまでの時間との差異に基づいて液体が流れる速度を測定し、測定された速
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度に基づいて液体の流量を求める。
【０００４】
　なお、以下の特許文献には、超音波を用いて液体の流量を測定する装置について記載さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３２１６７６９号公報
【特許文献２】特開平１０－２３９１２７号公報
【特許文献３】特開２００４－２６４２５０号公報
【特許文献４】特開２００４－２６４２５１号公報
【特許文献５】国際公開第００／２５０９６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　２つの超音波振動子を備える流量測定装置は、送信側の超音波振動子から超音波が送信
されてから、受信側の超音波振動子でその超音波が受信されるまでの時間を測定し、測定
された時間を予め定められた数式に当てはめることで液体の流量を求める。この数式には
、超音波振動子の配置位置、液体配管の厚み、液体配管の材質等の測定系の構造に依存す
る定数が含まれる。そのため、液体の流量の測定に際しては、測定系の構造に依存する定
数を予め計測、実験、シミュレーション等によって取得しておく必要があった。
【０００７】
　本発明は、液体の流速を測定する装置において、予め取得しておくべき定数の個数を削
減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、管状の液体流路の管壁に配置され、超音波を送受信する第１および第２超音
波送受信部と、前記第１超音波送受信部から超音波が送信されてから、当該超音波が前記
第２超音波送受信部で受信されるまでの時間と、前記第２超音波送受信部から超音波が送
信されてから、当該超音波が前記第１超音波送受信部で受信されるまでの時間と、の差異
を往復差異時間として求める時間測定部と、前記往復差異時間、超音波の液体中での伝搬
速度、液体中の超音波の伝搬方向、および液体中の超音波の伝搬路を含む断面における前
記液体流路の幅、に基づいて、液体の流速を求める流速測定部と、を備えることを特徴と
する。
【０００９】
　また、本発明に係る流速測定装置においては、前記第１超音波送受信部は、前記液体流
路の互いに対向する管壁のうちの一方に配置され、前記第２超音波送受信部は、前記互い
に対向する管壁のうちの他方に、前記液体流路を挟んで前記第１超音波送受信部に斜向か
いに対向するよう配置され、前記流速測定部は、前記互いに対向する管壁間の距離を前記
液体流路の幅として、液体の流速を求めることが好適である。
【００１０】
　また、本発明に係る流速測定装置においては、前記時間測定部は、前記第１超音波送受
信部から超音波が送信されてから、当該超音波が前記液体流路内で反射し前記第２超音波
送受信部で受信されるまでの時間と、前記第２超音波送受信部から超音波が送信されてか
ら、当該超音波が前記液体流路内で反射し前記第１超音波送受信部で受信されるまでの時
間と、の差異を往復差異時間として求めることが好適である。
【００１１】
　また、前記第１および第２超音波送受信装置が、前記流体経路の管壁外側に配置される
、上記の流速測定装置においては、前記液体流路の管壁に配置され、超音波を送受信する
第３超音波送受信部と、前記第３超音波送受信部から超音波が送信されてから、当該超音
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波が前記液体流路内で反射し前記第３超音波送受信部で受信されるまでの時間に基づいて
、超音波の液体中での伝搬速度を求める伝搬速度測定部と、前記伝搬速度測定部によって
求められた伝搬速度、前記第１若しくは第２超音波送受信部から前記液体流路の管壁に入
射する超音波の伝搬速度、および当該超音波の入射角度、に基づいて、液体中の超音波の
伝搬方向を求める伝搬方向測定部と、を備え、前記流速測定部は、前記伝搬速度測定部に
よって求められた伝搬速度、および前記伝搬方向測定部によって求められた伝搬方向に基
づいて、液体の流速を求めることが好適である。
【００１２】
　また、本発明は、管状の液体流路の管壁外側に配置され、超音波を送受信する第１およ
び第２超音波送受信部と、前記第１超音波送受信部から超音波が送信されてから、当該超
音波が前記第２超音波送受信部で受信されるまでの時間から、液体外の領域に対する液体
外伝搬時間を除いた第１時間と、前記第２超音波送受信部から超音波が送信されてから、
当該超音波が前記第１超音波送受信部で受信されるまでの時間から液体外伝搬時間を除い
た第２時間と、を求める時間測定部と、前記第１時間、前記第２時間、液体中の超音波の
伝搬方向、および、液体中の超音波の伝搬路を含む断面における前記液体流路の幅に基づ
いて、液体の流速を求める流速測定部と、を備える流速測定装置において、前記液体流路
の管壁外側に配置され、超音波を送受信する第３超音波送受信部と、前記第３超音波送受
信部から超音波が送信されてから、前記第３超音波送受信部が配置された壁面に対する裏
側の壁面で当該超音波が反射し、前記第３超音波送受信部で受信されるまでの時間に基づ
いて、液体外伝搬時間を求める液体外伝搬時間測定部と、を備え、前記時間測定部は、前
記液体外伝搬時間測定部によって求められた液体外伝搬時間に基づいて、前記第１および
第２時間を求めることを特徴とする流速測定装置。
【００１３】
　また、本発明に係る流速測定装置においては、前記第３超音波送受信部から超音波が送
信されてから、当該超音波が前記液体流路内で反射し前記第３超音波送受信部で受信され
るまでの時間に基づいて、超音波の液体中での伝搬速度を求める伝搬速度測定部と、前記
伝搬速度測定部によって求められた伝搬速度、前記第１若しくは第２超音波送受信部から
前記液体流路の管壁に入射する超音波の伝搬速度、および当該超音波の入射角度、に基づ
いて、超音波の伝搬方向を求める伝搬方向測定部と、を備え、前記流速測定部は、前記伝
搬方向測定部によって求められた伝搬方向に基づいて、液体の流速を求めることが好適で
ある。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、液体の流速を測定する装置において、予め取得しておくべき定数の個
数を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１実施形態に係る流量測定装置の構成を示す図である。
【図２】第２実施形態に係る流量測定装置の構成を示す図である。
【図３】第３実施形態に係る流量測定装置の構成を示す図である。
【図４】本発明の応用例に係る冷却システムの構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１に本発明の第１実施形態に係る流量測定装置の構成を示す。この流量測定装置は、
液体配管１８に導かれる液体の流量を超音波の送受信に基づいて測定する。
【００１７】
　液体配管１８には、延伸方向に垂直な断面（管壁より内側の領域をいう。以下、管断面
とする。）が、矩形、その他の多角形、円形、楕円形等であるものを用いることができる
。ここでは、例として、液体配管１８として管断面が矩形であるものを採り上げる。また
、液体配管１８の管断面の形状および大きさは、延伸方向に一様であるものとする。図１
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には、液体配管１８を中心軸を通る面で切断した場合における、上側管壁２０の断面およ
び下側管壁２２の断面が示されている。
【００１８】
　第１超音波振動子１０は液体配管１８の上側管壁２０の外側面に固定部材１２を介して
固定されている。第２超音波振動子１４は、液体配管１８を挟んで第１超音波振動子１０
に対し斜向かいに対向するよう、液体配管１８の下側管壁２２の外側面に固定部材１６を
介して固定されている。
【００１９】
　固定部材１２および１６は、同一の材料によって三角柱形状に形成されている。固定部
材１２は、３面の長方形面のうち１面が、液体配管１８の上側管壁２０に接するよう液体
配管１８に固定されている。第１超音波振動子１０は、固定部材１２の他の２面の長方形
面のうちの一方に、その面の法線方向に超音波の送受信方向が一致するよう固定されてい
る。ここで、液体配管１８に接する長方形面と、第１超音波振動子１０が固定される長方
形面とがなす角度をθ1で表す。
【００２０】
　固定部材１６は、３面の長方形面のうち１面が、液体配管１８の下側管壁２２に接する
よう液体配管１８に固定されている。第２超音波振動子１４は、固定部材１６の他の２面
の長方形面のうち第１超音波振動子１０の送受信面に対向する面に、その面の法線方向に
送受信方向が一致するよう固定されている。固定部材１６は、液体配管１８に接する長方
形面と、第２超音波振動子１４が固定される長方形面とがなす角度がθ1となるよう形成
されている。
【００２１】
　なお、固定部材１２および１６としては、液体配管１８に接する面および超音波振動子
が固定される平面を有し、これらのなす角度が所定角度θ1である立体形状であれば、三
角柱以外の形状を採用することができる。
【００２２】
　第１超音波振動子１０から超音波を送信し、その超音波を第２超音波振動子１４で受信
する場合における超音波の伝搬経路について説明する。第１超音波振動子１０から送信さ
れた超音波は、固定部材１２内を伝搬し、上側管壁２０の壁面法線に対しθ1の角度を以
て上側管壁２０に入射する。上側管壁２０に入射した超音波は、上側管壁２０の壁面法線
に対しθ2の角度をなす方向に上側管壁２０内を伝搬する。そして、上側管壁２０の壁面
法線に対しθ2の角度を以て液体配管１８内に入射する。液体配管１８内に入射した超音
波は、上側管壁２０の壁面法線に対しθ3の角度をなす方向に伝搬する。そして、下側管
壁２２の壁面法線に対しθ3の角度を以て下側管壁２２に入射する。下側管壁２２に入射
した超音波は、下側管壁２２の壁面法線に対しθ2の角度をなす方向に下側管壁２２内を
伝搬する。そして、下側管壁２２の壁面法線に対しθ2の角度を以て固定部材１６に入射
する。固定部材１６に入射した超音波は、下側管壁２２の壁面法線に対しθ1の角度をな
す方向に固定部材１６内を伝搬し、第２超音波振動子１４へと至る。なお、角度θ1～θ3

は、固定部材１２、液体配管１８、液体配管１８を流れる液体、および固定部材１６の超
音波に対する媒質定数に基づき、スネルの法則に従って定まる角度である。
【００２３】
  第１超音波振動子１０および第２超音波振動子１４は、液体配管１８内を伝搬する超音
波の経路の中点に関し回転対称となるよう配置されている。したがって、第２超音波振動
子１４から超音波を送信し、その超音波を第１超音波振動子１０で受信する場合における
超音波の伝搬経路は、上記の経路を逆に辿った経路となる。
【００２４】
　流量測定装置が液体の流量を測定する処理について説明する。制御／演算部２８は、次
のような処理によって、第１超音波振動子１０から超音波が送信されてから、第２超音波
振動子１４で超音波が受信されるまでの時間ｔｕを測定する。
【００２５】
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　制御／演算部２８は、第１送受信部２４が第１超音波振動子１０にパルス信号を出力す
るよう、第１送受信部２４を制御する。これによって、第１送受信部２４は、パルス信号
を第１超音波振動子１０に出力する。第１超音波振動子１０は、第１送受信部２４から出
力されたパルス信号をパルス超音波に変換し、固定部材１２に送信する。
【００２６】
　パルス超音波は、上述のように、固定部材１２、液体配管１８内、および固定部材１６
を伝搬して第２超音波振動子１４で受信される。第２超音波振動子１４は、受信したパル
ス超音波をパルス信号に変換し、第２送受信部２６に出力する。第２送受信部２６は、第
２超音波振動子１４から出力されたパルス信号を、制御／演算部２８が処理可能な信号に
変換し、受信パルス信号として制御／演算部２８に出力する。
【００２７】
　制御／演算部２８は、第１送受信部２４にパルス信号を送信させてから、第２送受信部
２６から受信パルス信号が出力されるまでの時間に基づいて、第１超音波振動子１０から
超音波が送信されてから、第２超音波振動子１４で超音波が受信されるまでの時間ｔｕを
求める。
【００２８】
　具体的には、制御／演算部２８は、第２送受信部２６が受信パルス信号を出力した時刻
から、第１送受信部２４にパルス信号を送信させた時刻を減算した時間ｔｕ0を求める。
そして、第１送受信部２４から第１超音波振動子１０にパルス信号を伝送するのに要する
時間として予め取得された時間、および第２超音波振動子１４から制御／演算部２８にパ
ルス信号を伝送するのに要する時間として予め取得された時間を時間ｔｕ0から減算した
時間をｔｕとして求める。
【００２９】
　制御／演算部２８は、時間ｔｕを求めた処理と同様の処理によって、第２超音波振動子
１４から超音波が送信されてから、第１超音波振動子１０で超音波が受信されるまでの時
間ｔｄを求める。
【００３０】
　制御／演算部２８は、時間ｔｄから時間ｔｕを減算した時間Δ＝ｔｄ－ｔｕを求め、液
体が流れる速度ｖを次の（数１）に基づいて求める。図１に矢印を以て示された速度ｖは
第２超音波振動子１４の位置に対して第１超音波振動子１０側を上流とし、上流から下流
へと流れる方向を正とするものである。（数１）の導出過程については後述する。
【００３１】
【数１】

【００３２】
　ここで、Ｄは液体配管１８の上側管壁２０の内側面と下側管壁２２の内側面との間の距
離、ｃ3は液体中を伝搬する超音波の伝搬速度である。距離Ｄは、液体中の超音波の伝搬
路を含む断面における液体配管１８の幅であると捉えることができる。距離Ｄ、伝搬速度
ｃ3および角度θ3は予め取得しておく定数である。伝搬速度ｃ3および角度θ3は、計測、
実験、シュレーション等によって取得することができる。これらの値は、制御／演算部２
８に記憶させておくことが好ましい。
【００３３】
　また、伝搬速度ｃ3、固定部材１２および１６における超音波の伝搬速度ｃ1、および角
度θ1が予め取得されている場合には、制御／演算部２８は、スネルの法則を示す（数２
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）に基づいて角度θ3を求めてもよい。この場合、伝搬速度ｃ1、ｃ3、および角度θ1は、
制御／演算部２８に記憶させておくことが好ましい。
【００３４】
【数２】

【００３５】
　制御／演算部２８は、速度ｖに液体配管１８の管断面の面積を乗算した値に基づいて、
液体の流量を求める。ここで、（数１）に基づく速度ｖは、液体配管１８の管断面内にお
いて速度が一様であると仮定して求められるものである。しかし、液体配管１８の管断面
内において速度にばらつきが生じた場合、この速度ｖには管断面内の速度ばらつきに基づ
く誤差が含まれる。そこで、制御／演算部２８は、速度ｖに液体配管１８の管断面の面積
を乗算し、さらに、流速分布補正係数を乗算した値に基づいて、液体の流量を求めてもよ
い。流速分布補正係数は、広く知られた技術に基づいて求めることができる。
【００３６】
　本実施形態に係る処理に基づく効果について説明する。従来、液体が流れる速度ｖは次
の（数３）に基づいて求められることが一般的であった。
【００３７】

【数３】

【００３８】
　ここで、τは、送信側の超音波振動子から液体配管１８内の液体に至る経路に対する伝
搬時間、および、液体配管１８内の液体から受信側の超音波振動子に至る経路に対する伝
搬時間を合わせたものである。伝搬時間τは、液体外の領域に対する超音波の伝搬時間で
あると捉えることができる。
【００３９】
　（数３）の導出過程について説明する。第１超音波振動子１０から超音波が送信されて
から、第２超音波振動子１４で超音波が受信されるまでの時間ｔｕについては（数４）が
成立し、第２超音波振動子１４から超音波が送信されてから、第１超音波振動子１０で超
音波が受信されるまでの時間ｔｄについては（数５）が成立する。
【００４０】
【数４】
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【００４１】
【数５】

【００４２】
　（数４）および（数５）を用いて伝搬速度ｃ3を消去し、速度ｖについて解くことで（
数３）が得られる。
【００４３】
　伝搬時間τは、超音波振動子の配置位置、液体配管１８の管壁の厚み、液体配管１８の
材質等の測定系の固有条件によって異なる値である。このように、従来技術では、測定系
の固有条件に依存する伝搬時間τを予め計測、実験、シミュレーション等に基づいて取得
しておく必要があった。
【００４４】
　次に、本実施形態で用いられる（数１）について説明する。（数１）は、（数４）およ
び（数５）を用いてτを消去し、速度ｖについて解くことで得られる。速度ｖは二次方程
式の解であるため、速度ｖについては２つの解が得られるが、Δとｖの極性が異なる解は
、物理的に不合理であるため採用しないものとする。
【００４５】
　（数１）には、液体外の領域に対する伝搬時間τが含まれない。したがって、本実施形
態に係る流量測定装置によれば、予め取得しておくべき定数の個数を削減することができ
る。
【００４６】
　次に、本発明の第２実施形態に係る流量測定装置について説明する。図２に第２実施形
態に係る流量測定装置の構成を示す。この流量測定装置は、上側管壁２０に第１超音波振
動子１０および第２超音波振動子１４を配置したものである。図１に示す流量測定装置と
同一の構成要素については同一の符号を付してその説明を省略する。
【００４７】
　第１超音波振動子１０から超音波を送信し、その超音波を第２超音波振動子１４で受信
する場合における超音波の伝搬経路について説明する。第１超音波振動子１０から送信さ
れた超音波は、固定部材１２内を伝搬し、上側管壁２０の壁面法線に対しθ1の角度を以
て上側管壁２０に入射する。上側管壁２０に入射した超音波は、上側管壁２０の壁面法線
に対しθ2の角度をなす方向に上側管壁２０内を伝搬する。そして、上側管壁２０の壁面
法線に対しθ2の角度を以て液体配管１８内に入射する。液体配管１８内に入射した超音
波は、上側管壁２０の壁面法線に対しθ3の角度をなす方向に伝搬する。そして、下側管
壁２２の壁面法線に対しθ3の角度を以て下側管壁２２に入射する。下側管壁２２に入射
した超音波は、下側管壁２２の内側面で反射し、下側管壁２２の壁面法線に対しθ3の角
度をなす方向に伝搬する。そして、上側管壁２０の壁面法線に対しθ3の角度を以て上側
管壁２０に入射する。上側管壁２０に入射した超音波は、上側管壁２０の壁面法線に対し
θ2の角度をなす方向に上側管壁２０内を伝搬する。そして、上側管壁２０の壁面法線に
対しθ2の角度を以て固定部材１６に入射する。固定部材１６に入射した超音波は、上側
管壁２０の壁面法線に対しθ1の角度をなす方向に固定部材１６内を伝搬し、第２超音波
振動子１４へと至る。なお、角度θ1～θ3は、固定部材１２、液体配管１８、液体配管１
８を流れる液体、および固定部材１６の超音波に対する媒質定数に基づき、スネルの法則
に従って定まる角度である。
【００４８】
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  第１超音波振動子１０および第２超音波振動子１４は、図２において左右対称となるよ
う配置されている。したがって、第２超音波振動子１４から超音波を送信し、その超音波
を第１超音波振動子１０で受信する場合における超音波の伝搬経路は、上記の経路を逆に
辿った経路となる。
【００４９】
　流量測定装置が、液体の流量を測定する処理について説明する。制御／演算部２８は、
第１超音波振動子１０から超音波が送信されてから、第２超音波振動子１４で超音波が受
信されるまでの時間ｔｕを測定する。また、第２超音波振動子１４から超音波が送信され
てから、第１超音波振動子１０で超音波が受信されるまでの時間ｔｄを測定する。
【００５０】
　制御／演算部２８は、時間ｔｄから時間ｔｕを減算した時間Δ＝ｔｄ－ｔｕを求め、液
体が流れる速度ｖを以下の（数６）に基づいて求める。図２に矢印を以て示された速度ｖ
は第２超音波振動子１４の位置に対し第１超音波振動子１０側を上流とし、上流から下流
へと流れる方向を正とするものである。制御／演算部２８は、速度ｖに液体配管１８の管
断面の面積を乗算した値に基づいて、液体の流量を求める。
【００５１】
【数６】

【００５２】
　（数６）の導出過程について説明する。第１超音波振動子１０から超音波が送信されて
から、第２超音波振動子１４で超音波が受信されるまでの時間ｔｕについては（数７）が
成立し、第２超音波振動子１４から超音波が送信されてから、第１超音波振動子１０で超
音波が受信されるまでの時間ｔｄについては（数８）が成立する。
【００５３】

【数７】

【００５４】
【数８】

【００５５】
　（数６）は、（数７）および（数８）を用いてτを消去し、速度ｖについて解くことで
得られる。速度ｖは二次方程式の解であるため、２つの解が得られるが、Δとｖの極性が
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異なる解は、物理的に不合理であるため採用しないものとする。
【００５６】
　（数６）には、液体外の領域に対する伝搬時間τが含まれない。したがって、本実施形
態に係る流量測定装置によれば、予め取得しておくべき定数の個数を削減することができ
る。
【００５７】
　次に、第３実施形態に係る流量測定装置について説明する。図３に第３実施形態に係る
流量測定装置の構成を示す。この流量測定装置は、第１実施形態に係る流量測定装置に対
し、超音波の伝搬速度を測定するための音速測定用探触子３０および第３送受信部３４を
追加したものである。図１に示す流量測定装置の構成要素と同一の構成要素については同
一の符号を付してその説明を省略する。
【００５８】
　本実施形態に係る流量測定装置は、第１実施形態に係る（数１）および（数２）におい
て予め取得しておくべき定数とされていた、固定部材１２および１６における超音波の伝
搬速度ｃ1、液体中の超音波の伝搬速度ｃ3を測定によって求めるものである。
【００５９】
　音速測定用探触子３０は、送信用の超音波振動子および受信用の超音波振動子を備え、
超音波の送信および受信を行う素子である。音速測定用探触子３０としては、送信用と受
信用とで超音波振動子を個別に備えるものを用いてもよいし、送受信共用の超音波振動子
を備えるものを用いてもよい。
【００６０】
　固定部材３２は、固定部材１２および１６の材料と同一の材料で、直方体形状に形成さ
れている。固定部材３２は、その６面の長方形面のうち１面が、液体配管１８の上側管壁
２０の外側面に接するよう液体配管１８に固定されている。音速測定用探触子３０は、上
側管壁２０に接する固定部材３２の面に対向する面に、その面の法線方向に超音波の送受
信方向が一致するよう固定されている。なお、固定部材３２の形状は、液体配管１８の管
壁の法線方向に超音波が送受信されるよう音速測定用探触子３０を固定するものであれば
、直方体以外の形状を採用することができる。また、音速測定用探触子３０は下側管壁２
２に固定してもよい。
【００６１】
　制御／演算部２８は、上述の処理によって、第１超音波振動子１０から超音波が送信さ
れてから、第２超音波振動子１４で超音波が受信されるまでの時間ｔｕ、および第２超音
波振動子１４から超音波が送信されてから、第１超音波振動子１０で超音波が受信される
までの時間ｔｄを求め、時間ｔｄから時間ｔｕを減算した時間Δ＝ｔｄ－ｔｕを求める。
【００６２】
　制御／演算部２８は、第３送受信部３４が音速測定用探触子３０にパルス信号を出力す
るよう、第３送受信部３４を制御する。これによって、第３送受信部３４は、パルス信号
を音速測定用探触子３０に出力する。音速測定用探触子３０は、第３送受信部３４から出
力されたパルス信号をパルス超音波に変換し、固定部材３２に送信する。
【００６３】
　音速測定用探触子３０から送信されたパルス超音波は、上側管壁２０の外側面、上側管
壁２０の内側面、および下側管壁２２の内側面でその一部が反射し、それぞれの面におい
て、反射パルス超音波Ｐ1、反射パルス超音波Ｐ2、および反射パルス超音波Ｐ3が生じる
。反射パルス超音波Ｐ1、Ｐ2およびＰ3は、この順序で音速測定用探触子３０で受信され
る。
【００６４】
　音速測定用探触子３０は、受信した反射パルス超音波をパルス信号に変換し、第３送受
信部３４に出力する。第３送受信部３４は、音速測定用探触子３０から出力されたパルス
信号を、制御／演算部２８が処理可能な信号に変換し、受信パルス信号として制御／演算
部２８に出力する。
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【００６５】
　制御／演算部２８は、第３送受信部３４にパルス信号を送信させてから、反射パルス超
音波Ｐ1に対応する受信パルス信号が第３送受信部３４から出力されるまでの時間に基づ
いて、音速測定用探触子３０から超音波が送信されてから、音速測定用探触子３０で反射
パルス超音波Ｐ1が受信されるまでの時間ｔ1を求める。
【００６６】
　具体的には、制御／演算部２８は、第３送受信部３４が反射パルス超音波Ｐ1に対応す
る受信パルス信号を出力した時刻から、第３送受信部３４にパルス信号を送信させた時刻
を減算した時間ｔ10を求める。そして、第３送受信部３４から音速測定用探触子３０にパ
ルス信号を伝送するのに要する時間として予め取得された時間、および音速測定用探触子
３０から制御／演算部２８にパルス信号を伝送するのに要する時間として予め取得された
時間を時間ｔ10から減算した時間をｔ1として求める。
【００６７】
　制御／演算部２８は、（数９）に基づいて固定部材３２における超音波の伝搬速度ｃ1

を求める。固定部材１２、１６、および３２は同一の材料で形成されているため、ここで
求められる伝搬速度ｃ1は、固定部材１２および１６における超音波の伝搬速度と同一で
ある。
【００６８】
【数９】

【００６９】
　ここで、Ｈ1は固定部材３２の超音波伝搬方向の厚みである。固定部材３２の厚みＨ1は
、予め取得しておく定数であり、制御／演算部２８に記憶させておくことが好ましい。
【００７０】
　また、制御／演算部２８は、時間ｔ1を求める処理と同様の処理に基づいて、音速測定
用探触子３０から超音波が送信されてから、音速測定用探触子３０で反射パルス超音波Ｐ

2が受信されるまでの時間ｔ2を求める。
【００７１】
　さらに、制御／演算部２８は、時間ｔ1を求める処理と同様の処理に基づいて、音速測
定用探触子３０から超音波が送信されてから、音速測定用探触子３０で反射パルス超音波
Ｐ3が受信されるまでの時間ｔ3を求める。
【００７２】
　制御／演算部２８は、（数１１）に基づいて液体中における超音波の伝搬速度ｃ3を求
める。
【００７３】
【数１０】

【００７４】
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　制御／演算部２８は、測定によって得られた伝搬速度ｃ1およびｃ3を用い、（数２）に
基づいて角度θ3を求める。そして、（数２）によって求められた角度、測定によって得
られた伝搬速度ｃ3、および時間Δを用い、（数１）に基づいて液体の流速および流量を
求める。
【００７５】
　第３実施形態に係る流量測定装置によれば、伝搬速度ｃ1およびｃ3が、音速測定用探触
子３０を用いた測定によって求められる。（数１）および（数２）を用いるに当たって予
め取得しておくべき定数は、第１超音波振動子１０による超音波の入射角度θ1、距離Ｄ
、および固定部材３２の厚みＨ1である。したがって、本実施形態に係る流量測定装置に
よれば、予め取得しておくべき定数の個数を削減することができる。
【００７６】
　ここでは、図１に示す第１実施形態に係る流量測定装置に対し、音速測定用探触子３０
および第３送受信部３４を、超音波の伝搬速度を測定するために追加したものを第３実施
形態とした。このような構成の他、図２に示す第２実施形態に係る流量測定装置に対し、
音速測定用探触子３０および第３送受信部３４を追加した構成としてもよい。
【００７７】
　次に、第４実施形態に係る流量測定装置について説明する。第３実施形態に係る流量測
定装置では、固定部材３２における超音波の伝搬速度ｃ1、液体配管１８の管壁中の超音
波の伝搬速度ｃ2、液体中の超音波の伝搬速度ｃ3が測定によって得られる。本実施形態で
は、音速測定用探触子３０を用いた測定によって得られた伝搬速度ｃ1、ｃ2、およびｃ3

を用いて、液体外の領域に対する伝搬時間τを求め、上記（数２）および（数３）を用い
て液体の流量を求める。第４実施形態に係る流量測定装置の構成は、第３実施形態に係る
流量測定装置の構成と同様であるため、説明に際しては図３を援用する。
【００７８】
　制御／演算部２８は、第３実施形態と同様にして伝搬速度ｃ1およびｃ3を求める他、（
数１１）に基づいて管壁内における超音波の伝搬速度ｃ2を求める。
【００７９】
【数１１】

【００８０】
　ここで、Ｈ2は液体配管１８の管壁の厚みである。管壁の厚みＨ2は、予め取得しておく
定数であり、制御／演算部２８に記憶させておくことが好ましい。
【００８１】
　制御／演算部２８は、測定によって得られた伝搬速度ｃ1およびｃ2を用い、スネルの法
則を示す（数１２）に基づいて、管壁中を伝搬する超音波の伝搬方向が上側管壁２０の壁
面法線に対してなす角θ2を求める。
【００８２】
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【数１２】

【００８３】
　ここで、角度θ1は、予め取得しておく定数であり、制御／演算部２８に記憶させてお
くことが好ましい。
【００８４】
　制御／演算部２８は、（数１２）に基づいて求められた角度θ2および測定によって得
られた伝搬速度ｃ2を用い、（数１３）に基づいて伝搬時間τを求める。
【００８５】
【数１３】

【００８６】
　（数１３）の右辺第１項は、第１超音波振動子１０から上側管壁２０に至るまでの経路
に対する伝搬時間を示し、右辺第２項は上側管壁２０に超音波が入射されてから液体配管
１８内に至る経路に対する伝搬時間を示す。ここで、Ｌ1は第１超音波振動子１０から上
側管壁２０までの距離である。距離Ｌ1は、予め取得しておく定数であり、制御／演算部
２８に記憶させておくことが好ましい。
【００８７】
　次に、制御／演算部２８は、測定によって得られた伝搬速度ｃ1およびｃ3を用い、スネ
ルの法則を示す（数２）に基づいて角度θ3を求める。
【００８８】
　そして、（数１２）および（数１３）に基づいて得られた伝搬時間τ、および（数２）
に基づいて得られた角度θ3、さらに、測定処理によって得られた時間ｔｄおよび時間ｔ
ｕを用い、（数３）に基づいて液体の速度および流量を求める。
【００８９】
　第４実施形態に係る流量測定装置によれば、伝搬速度ｃ1～ｃ3および伝搬時間τが、音
速測定用探触子３０を用いた測定によって求められる。（数１２）、（数１３）、（数２
）および（数３）を用いるに当たって、予め取得しておくべき定数は、第１超音波振動子
１０による超音波の入射角度θ1、第１超音波振動子１０から上側管壁２０までの距離Ｌ1

、、距離Ｄ、固定部材３２の厚みＨ1、および管壁の厚みＨ2である。したがって、本実施
形態に係る流量測定装置によれば、予め取得しておくべき定数の個数を削減することがで
きる。
【００９０】
　次に、本発明の応用例について説明する。図４に本発明の応用例に係る冷却システムの
構成を示す。冷却システムは、ハイブリッド自動車、電気自動車等の駆動用モータを搭載
する自動車に用いられる。
【００９１】
　電力供給回路４２は、駆動用モータ４４に供給する電力を車両制御部４６の制御に基づ
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のため、電力供給回路４２には、発生した熱を冷媒へと導く受熱用熱交換器４０が取り付
けられている。
【００９２】
　ポンプ３６は、放熱用熱交換器４２の側から受熱用熱交換器４０の側へと冷媒を送り出
す。液体配管３８は、ポンプ３６、受熱用熱交換器４０、放熱用熱交換器４２の順に冷媒
を導く。ポンプ３６、ポンプ３６から受熱用熱交換器４０に送り出された冷媒には、受熱
用熱交換器４０によって、電力供給回路４２が発生した熱が与えられる。そして、受熱用
熱交換器４０から放熱用熱交換器４２へと導かれた冷媒からは、放熱用熱交換器４２によ
って熱が放出される。放熱後の冷媒は、放熱用熱交換器４２からポンプ３６へと導かれる
。
【００９３】
　液体配管３８には、第１から第４のいずれかの実施形態に係る流量測定装置４８が取り
付けられている。流量測定装置４８は、液体配管３８を流れる冷媒の流量を測定し、測定
値を車両制御部４６に出力する。
【００９４】
　車両制御部４６は、流量測定装置４８から出力された測定値が、予め定められた基準値
を下回るときは、駆動力が大きくなるようポンプ３６を制御する。また、車両制御部４６
は、流量測定装置４８から出力された測定値が、予め定められた基準値を上回るときは、
駆動力が小さくなるようポンプ３６を制御する。
【００９５】
　流量測定装置４８の測定値は、冷却システムの異常を検出するために用いてもよい。こ
の場合、車両制御部４６は、流量測定装置４８から出力された測定値が予め定められた基
準範囲内にないときは、記憶部５０に冷却システムに異常がある旨の情報を記憶する。記
憶された情報は、自動車の保守、点検等の際に参照される。また、冷却システムに異常が
ある旨の情報を記憶部５０に記憶する処理と共に、または、その処理に代えて、運転席に
設けられた表示器５２に冷却システムに異常がある旨の情報を表示させる構成としてもよ
い。
【００９６】
　本応用例に係る冷却システムは、エンジン駆動自動車のエンジンの冷却に用いてもよい
。この場合、受熱用熱交換器４０をエンジンに取り付ければよい。
【符号の説明】
【００９７】
　１０　第１超音波振動子、１２，１６，３２　固定部材、１４　第２超音波振動子、１
８，３８　液体配管、２０　上側管壁、２２　下側管壁、２４　第１送受信部、２６　第
２送受信部、２８　制御／演算部、３０　音速測定用探触子、３４　第３送受信部、３６
　ポンプ、４０　受熱用熱交換器、４２　電力供給回路、４４　駆動用モータ、４６　車
両制御部、４８　流量測定装置、５０　記憶部、５２　表示器。



(16) JP 2011-127948 A 2011.6.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

