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(57)【要約】
【課題】とりわけ、流体の体積流量および／または質量
流量を測定できる幅広い測定領域において流量計を使用
することができ、また、高い流速でも使用できる流量計
を実現すること。
【解決手段】前記課題は、前記流体の少なくとも１つの
第１の流れ特性を検出するための少なくとも１つの超音
波センサ（１１４）と、前記流体の少なくとも１つの第
２の流れ特性を検出するための少なくとも１つの有効圧
センサ（１１６）とを有することを特徴とする、流量計
によって解決される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流管（１２２）に流れる流体の少なくとも１つの特性を検出するための流量計（１１０
）であって、
　前記流量計（１１０）は、前記流体の少なくとも１つの第１の流れ特性を検出するため
の少なくとも１つの超音波センサ（１１４）を有し、
　前記流量計（１１０）はさらに、前記流体の少なくとも１つの第２の流れ特性を検出す
るための少なくとも１つの有効圧センサ（１１６）を有することを特徴とする、流量計。
【請求項２】
　前記特性は、前記流体の流速、質量流量、体積流量、温度、密度から選択された特性で
ある、請求項１記載の流量計。
【請求項３】
　前記有効圧センサ（１１６）は、プラントルセンサ（１４６）、ピトーセンサ、オリフ
ィス板、ベンチュリセンサ（１２４）、差圧センサ（１４２）から成る群から選択される
、請求項１または２記載の流量計。
【請求項４】
　前記有効圧センサ（１１６）は少なくとも１つの流れ絞り部材（１３５）を含む、請求
項１から３までのいずれか１項記載の流量計。
【請求項５】
　前記超音波センサ（１１４）と前記有効圧センサ（１１６）とは、前記流体の流れ主方
向（１１２）に関して、前記流管（１２２）内部または表面において実質的に同位置に配
置されている、請求項１から４までのいずれか１項記載の流量計。
【請求項６】
　前記流量計（１１０）は、前記流体の流れ主方向（１１２）に関して異なる位置に配置
された少なくとも２つの超音波変換器（１１８，１２０）を有する、請求項１から５まで
のいずれか１項記載の流量計。
【請求項７】
　前記有効圧センサ（１１６）と前記超音波センサ（１１４）とは、少なくとも１つの共
用の構成要素を有する、請求項１から６までのいずれか１項記載の流量計。
【請求項８】
　前記共用の構成要素は、前記超音波センサ（１１４）の超音波を反射するための反射面
（１２８）を有する、請求項１から７までのいずれか１項記載の流量計。
【請求項９】
　とりわけ請求項１から８までのいずれか１項に記載の流量計（１１０）を用いて、流管
（１２２）に流れる流体の少なくとも１つの特性を検出するための方法であって、
　少なくとも１つの超音波センサ（１１４）によって前記流体の少なくとも１つの第１の
流れ特性を検出し、
　少なくとも１つの有効圧センサ（１１６）によって該流体の少なくとも１つの第２の流
れ特性を検出することを特徴とする方法。
【請求項１０】
　少なくとも１つの第１の値領域では、前記流体の特性を求めるために第１の流れ特性を
使用し、少なくとも１つの第２の値領域では、前記流体の特性を求めるために第２の流れ
特性を使用する、請求項９記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体の特性を検出するための流量計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの工学分野および自然科学分野では、所定の流速で、ないしは流速を制御して、流
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体をプロセスに供給したりプロセスから取り出さなければならない。こうするためにとり
わけ、流体の体積流量または質量流量を測定するために構成された流量計を使用すること
ができる。測定された流量に応じて、たとえば制御手段を実施することができる。重要な
適用領域の１つに、自動車技術における空気量測定技術がある。しかし本発明は、この用
途に限定されない。空気量測定では、たとえば内燃機関の吸気系において、燃焼工程に供
給された吸入空気量を測定し、場合によっては、たとえばスロットルバルブ等の適切な制
御によって吸入空気量を調整することができる。
【０００３】
　自動車製造業や他の技術分野ではかなり以前から、熱方式の空気質量測定の他に、吸気
系内の空気量、とりわけ体積流量および／または質量流量を圧力方式で測定する手段が存
在する。Robert Bosch 社の文献である『Sensoren im Kraftfahrzeug』（２００１年）第
９６～１０３頁に、とりわけいわゆるオリフィス板等の流量計の例が記載されている。別
の流量計の例に、プラントルセンサまたはピトーセンサが存在する。このセンサはたとえ
ば、飛行機の速度を求めるために飛行機において使用される。従来技術から公知である流
量計の比較的新しい例に、ドイツのプッフハイム（Puchheim）の Systec Controls 社の
いわゆる デルタフロー アニューバ流量計がある。たとえば Robert Bosch 社の文献『Se
nsoren im Kraftfahrzeug』（２００７年）第８６～９１頁に、別の空気流量計が記載さ
れている。
【０００４】
　自動車において空気量を測定するためのセンサの多くが、いわゆるベルヌーイの定理に
したがって動作する。ＤＥ１０２００７０２３１６３に、このようなセンサの例が記載さ
れている。ベルヌーイの定理にしたがって動作する空気量計は基本的に、流管の流れ断面
を局所的に妨害部材によって本来の断面Ａ１からより小さい断面Ａ２にまで絞るという基
本的構成に基づいている。空気の体積流量または質量流量を測定するためには、この妨害
部材より上流または下流において圧力ｐ１ないしはｐ２を測定し、この圧力から差圧を求
める。こうするためには、絞られていない領域に第１の測定点を設け、絞られた領域に第
２の測定点を設ける。測定された差圧Δｐから解析または実験結果によって、たとえば以
下の数式から、体積流量または質量流量を推定することができる：
　Δｐ＝Ｑｖ

２・ρ・（１／Ａ２
２－１／Ａ１

２）
【０００５】
　同式では、Ｑｖは空気ないしは流体の体積流量を表し、ρは密度を表し（ここでは、こ
の密度は一定であると仮定する）、Ａ１は、絞られた断面の断面積を表し、Ａ２は、絞ら
れていない断面の断面積を表す。体積流量を質量流量に換算したり、その逆に質量流量を
体積流量に換算したり、結果の精度を改善するためにさらに、絶対圧または温度を測定し
、この測定結果から流体の密度を推定することができる。しかし、とりわけ空気流が小さ
い場合や空気流量が大きく変動する場合には、ベルヌーイの定理にしたがって動作する装
置や他の有効圧測定原理にしたがって動作する装置のダイナミクス誤差は著しく大きくな
る。
【０００６】
　したがって小さい空気流には、所定の流量領域において非常に高い測定精度を保証する
超音波測定方式を使用することが多い。この超音波流量計は、流体（気体、液体）の速度
を音波によって測定する。このような流量測定装置は、音波送信器の機能も音波受信器の
機能も統合した少なくとも１つのセンサから構成される。このような音波流量測定は、他
の測定方式に対して複数の利点を有する。使用される流体のたとえば電気伝導度、密度、
温度および粘度等である特性に十分に依存せずに、測定を行うことができる。機械的な可
動部材が無いことにより、保守にかかる手間が小さくなり、断面の絞りによる圧力損失が
発生しない。欠点は、流体の質量流量ないしは体積流量を十分な精度で測定できる領域が
限られていることである。大きい流量領域をカバーし、かつ、測定領域全体において高ダ
イナミクスの流速の変動を検出できるようにするためには、個々の測定方式は、大きな流
量領域または小さい流量領域のいずれかにおいて、高い測定精度を有する。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】ＤＥ１０２００７０２３１６３
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Robert Bosch 社、"Sensoren im Kraftfahrzeug"（２００１年）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　それゆえ、従来技術の欠点を少なくとも十分に回避できる流量計が望まれている。とり
わけ、流体の体積流量および／または質量流量を測定できる幅広い測定領域において流量
計を使用することができ、また、高い流速でも使用できるようにしなければならない。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題は、前記流体の少なくとも１つの第１の流れ特性を検出するための少なくとも
１つの超音波センサと、前記流体の少なくとも１つの第２の流れ特性を検出するための少
なくとも１つの有効圧センサとを有することを特徴とする、流量計によって解決される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】流れ主方向に対して平行に切断した、第１の実施例の流量計の断面図である。
【図２】流れ主方向に対して平行に切断した、第２の実施例の流量計の断面図である。
【図３】流れ主方向に対して垂直に切断した、第２の実施例の流量計の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明はとりわけ、流体の特性に依存しない別の測定原理を使用することにより、有効
圧方式で動作する装置で生じる上記のダイナミクス誤差を回避するか、または少なくとも
低減することができるという認識に基づいている。それゆえ、大きな流量領域を検出する
ためには、超音波測定方式および有効圧測定方式の少なくとも２つの測定原理が使用され
る。超音波測定方式はとりわけ、低い流量領域を検出するため、ひいてはとりわけ小さい
流量を検出するために使用することができる。それに対して、有効圧方式はとりわけ高い
流量領域に使用することができ、ひいては大きな流量に使用することができる。このこと
により、たとえば塵埃、粒子、汚水や油分等の異物による汚染の影響を比較的受けにくい
２つの測定方式を組み合わせ、熱式流量計だけでは実現できない測定領域を実現すること
ができる。
【００１３】
　それゆえ本発明では、流管に流れる流体の少なくとも１つの特性を検出するための流量
計を開示する。この少なくとも１つの特性はとりわけ、少なくとも１つの流れ特性である
。流量計は少なくとも、流体の少なくとも１つの流れ特性を検出するための超音波センサ
を有する。流量計はさらに、流体の少なくとも１つの流れ特性を検出するための少なくと
も１つの有効圧波センサを有する。
【００１４】
　流体の前記特性は基本的に、流体の任意の物理的特性および／または化学的特性および
／または流れを含むことができる。流体の前記特性は、第１の流れ特性および／または第
２の流れ特性を使用して求めることができる特性であり、たとえば前記特性は、第１の流
れ特性であるか、または第２の流れ特性であるか、または該第１の流れ特性と第２の流れ
特性との組み合わせとすることができる。とりわけ流体の特性は、該流体の少なくとも１
つの流れ特性を含む。本発明では、流れ特性とは基本的に、流体の流れを何らかの手法で
表す任意の特性を指し、たとえば前記流れ特性は、流体の流速、質量流量および体積流量
である測定量のうち１つまたは複数を含むことができる。択一的または付加的に、前記流
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体の前記特性は、該流体のたとえば密度および／または温度等である特性を含むこともで
きる。上記および／または他の特性を任意に組み合わせることも可能である。前記流体は
気体および／または液体であるか、または、両物質状態の混合物とすることができる。流
体は、流管に流れるのに適した流体でなければならず、たとえばポンピング過程および／
または吸入過程に適した流体でなければならない。
【００１５】
　流管としては基本的に、流体を外界にコンタクトさせることなく取り込むのに適した任
意の空洞を使用することができる。流管は、閉じられた流管とするか、または部分的に開
放された流管とすることができる。有利には流管は、少なくとも２つの箇所を相互に接続
し、両箇所間に流体を流すように、細長く形成され、流管はすべての形状および／または
断面をとることができ、たとえば円形、丸形または多角形の断面をとることができる。流
管は直線形とすることができるが、湾曲部を有することもできる。流体が流管内において
一箇所から別の箇所へ流れる場合、流体は有利には流れ主方向に移動する。流れ主方向と
は、流体の局所的な流れ主方向を指し、たとえば測定箇所における流れ主方向を指す。こ
の流れ主方向は自然に変化することがあり、たとえば流管の適切な湾曲部によって変化す
ることができる。
【００１６】
　ここでは超音波センサとは、少なくとも１つの超音波変換器を有するセンサ素子を指し
、有利には少なくとも２つの超音波変換器を有するセンサ素子を指す。さらに、超音波セ
ンサは別のエレメントを含むことができ、たとえば、超音波を反射させるための少なくと
も１つの反射面を含むことができる。超音波変換器とは、超音波の送信および／または検
出を行うように構成された音響電気変換素子を指す。超音波変換器の一例に、圧電変換素
子がある。圧電変換素子を有する超音波センサの基本的構成自体は、従来技術から公知で
ある。流量計はたとえば、流体の流れ主方向に対して平行な少なくとも１つの速度成分を
有する超音波が超音波変換器相互間で送信されるように、相互に該流れ主方向に対して横
方向に配置された超音波変換器を有することができ、たとえば超音波変換器は、流れ主方
向に、または流れ主方向と逆方向に、超音波を流管内に斜めに放射および／または検出す
ることができる。超音波は流体を通過し、たとえば少なくとも１つの反射面に当たること
ができる。この反射面は、流管内に取り付けることができる。択一的または付加的に、流
管内側を超音波の反射面として使用することにより、超音波センサの少なくとも１つの反
射面を流管自体とすることができる。超音波を用いて行われる流速測定の一例に、伝搬時
間差測定がある。この測定方式では、流体は可能な限り均質でなければならず、流体に含
まれる固体の割合を僅かにしなければならない。このことは、純粋な気体、純粋な液体お
よび気体‐液体混合物に当てはまる。たとえば、少なくとも２つのセンサを流れ主方向に
、異なる箇所に配置することができ、その際には、これらのセンサが流管の同じ側に配置
されるか、または異なる側に配置されるかは重要ではない。というのも、超音波信号の音
波はいかなる方向にも伝播できるからである。このことは、流れ主方向で伝播する１つの
超音波変換器の信号が別の超音波変換器に到達するのは、下流に存在する超音波変換器の
信号より速いことを意味する。というのも、この下流に存在する超音波変換器の超音波は
、流れ主方向と逆方向に、より低速で伝播するからである。超音波は、流体が流れる方向
と逆方向に伝搬するよりも、流体が流れる方向に伝搬する方が速い。伝搬時間は、連続的
または断続的に測定することができる。それゆえ両超音波の伝搬時間差は、たとえば流体
の平均流速に比例する。時間単位あたりの体積流量はたとえば、平均流速と流管の管断面
積とを乗算して得られた積である。このことにより、超音波の伝搬時間測定によって直接
、たとえば被測定物質を同定することもできる。たとえば水中の音波伝搬時間は、燃油中
の音波伝搬時間より短い。この伝搬時間方式では、流速の計算は以下の数式を用いて行わ
れる：
　υ＝（（Ｔ２－Ｔ１）／Ｔ１Ｔ２）＊（Ｌ／２ｃｏｓα）
　同式では、
　υは、流体の平均流速を表し、
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　Ｔ１は、流れと同じ方向に伝搬した超音波信号の伝搬時間を表し、
　Ｔ２は、流れと逆方向に伝搬した超音波信号の伝搬時間を表し、
　Ｌは、超音波経路の長さを表し、
　αは、超音波信号と流れとの間の角度を表す。
【００１７】
　固体の割合がより高い流体にはたとえば、超音波測定をドップラー方式で行うことがで
きる。このドップラー方式では、流体中の粒子の流速に起因する送信信号の周波数シフト
を検出する。従来技術では上述のように、別の方式や、管システム内における超音波セン
サの別の配置も長い間知られている。
【００１８】
　流量計はさらに、少なくとも１つの有効圧センサも有する。この有効圧センサはたとえ
ば、流管表面および／または流管内部に取り付けることができ、かつ／または、有効圧セ
ンサの全体または一部を流管に組み込むことができる。有効圧センサも、少なくとも１つ
の流れ特性を検出するように構成されている。この流れ特性を、以下では第２の流れ特性
と称する。有効圧センサの基本的構成自体も従来技術から公知であり、たとえば上述の先
行技術から公知である。本発明では有効圧センサとは、少なくとも１つの圧力を測定して
流体の少なくとも１つの特性を検出するためのセンサ素子、および／または、流体の圧力
を検出するように構成された少なくとも１つの圧力センサを使用して流体の少なくとも１
つの特性を検出するためのセンサ素子を指す。有効圧センサは、静的および／または動的
な測定方式で構成することができ、とりわけ有効圧センサは、流れ主方向および／または
流れ主方向に対して横方向に相互にずらして配置された少なくとも２つの測定箇所におい
て流体の静圧および／または動圧を検出するように構成することができ、たとえば、前記
少なくとも２つの測定箇所における少なくとも２つの圧力を検出し、および／または、該
少なくとも２つの測定箇所間の差圧を検出するように、少なくとも２つの圧力センサおよ
び／または少なくとも１つの差圧センサを設けることができる。
【００１９】
　とりわけ有効圧センサは、プラントルセンサ、ピトーセンサ、オリフィス板、ベンチュ
リ有効圧センサ、差圧センサから成る群から選択された少なくとも１つのセンサを含むこ
とができる。とりわけ、有効圧センサは少なくとも１つの流れ絞り部材、すなわち、流体
が流れる流管の断面を狭くするために設けられた少なくとも１つの部材を含むことができ
る。その際には、有効圧センサはたとえば、流管の流れ断面積がそれぞれ異なる、流管の
複数の箇所における流体の少なくとも２つの圧力を検出することができる。流れ絞り部材
はとりわけ、流管の流れ断面を狭くするために設けられた少なくとも１つの遮蔽部を含む
ことができ、たとえば円形または円環形である。前記遮蔽部はたとえば、少なくとも１つ
のオリフィス板を含むことができる。圧力測定のためのこのオリフィス板の基本的構成自
体は、従来技術から公知である。
【００２０】
　１つの有利な実施形態の流量計では、超音波センサと有効圧センサとが流管内部または
流管表面において、流れ主方向に関して実質的に同位置に配置される。超音波センサない
しは有効圧センサが配置される位置の差は、流れ主方向での各センサの算術的な平均配置
位置に対する差である。実質的に同位置とは有利には、有効圧センサが流れ主方向で、超
音波センサから２０ｎｍを超えて離れていないことを意味する。たとえば、２つの超音波
変換器の算術的な平均を、超音波センサの位置とすることができる。有効圧センサに関し
てはたとえば、少なくとも２つの圧力センサの配置位置の算術的な平均、少なくとも２つ
の圧力測定箇所の位置の算術的な平均、および／または、１つまたは複数の絶対圧計の位
置と１つまたは複数の差圧計の位置との算術的な平均として、有効圧センサの位置を表す
ことができる。有利には、有効圧センサと超音波センサとの間の距離は、流体が流管内を
伝搬する最小伝搬時間を基準として２ｍｓを上回らないようにして、両センサの測定値間
の偏差が過度に大きくなるのを回避しなければならない。このことにより、前記超音波セ
ンサと前記有効圧センサとは流管方向に、完全または部分的にオーバーラップすることも
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できる。たとえば、超音波センサの１つの超音波変換器を有効圧センサより上流に配置し
、かつ、該超音波センサの別の超音波変換器を該有効圧センサより下流に配置することが
できる。このことにより、両測定信号が流管内の同位置から到来し、センサの配置位置が
異なることに起因して両測定信号間に不正確さが生じることがなくなる。このようにして
、前記２種類のセンサの両信号を相互に相関付け、たとえば、有効圧センサによって求め
られた圧力値と超音波センサの伝搬時間測定値とを併用し、たとえば流体の密度および／
または温度を求めることができる。
【００２１】
　本発明の流量計の一例に、流れ主方向に関して異なる位置に配置された少なくとも２つ
の超音波変換器を有する流量計がある。両超音波変換器は、前記有効圧センサに直接隣接
して配置することができ、また、上述のように有効圧センサとオーバーラップするように
配置することもできる。
【００２２】
　流量計は少なくとも２つのセンサの組み合わせによって、すなわち、少なくとも１つの
超音波センサと少なくとも１つの有効圧センサとの組み合わせによって構成される。有効
圧センサと超音波センサとを完全に別体とすることができ、また有利には、両センサは少
なくとも１つの共用の構成要素を有することもできる。この構成要素はたとえばホルダで
あり、このホルダはたとえば、有効圧センサの１つまたは複数の機能エレメントと、超音
波センサの１つまたは複数の機能エレメントとの双方を包含および／または支持する。上
述の機能エレメントは有効圧センサでは、たとえば絶対圧測定のための開口である。さら
にこのホルダは、有効圧センサの複数の部品を相互に結合し、かつ／または付加的に、超
音波センサの機能エレメントを包含または支持することができる。択一的または付加的に
、前記共用の構成要素はたとえば、超音波センサの超音波を反射するための反射面である
か、または該反射面を含むことができる。超音波センサではとりわけ、質量流量を求める
のに流体の絶対圧の検出結果を使用することができる。とりわけ、少なくとも１つの絶対
圧センサを超音波センサの制御評価電子回路に直接組み込むか、または、超音波センサの
制御評価電子回路に接続することができる。このことにより、２つの異なる測定方式に基
づくセンサを省スペースで実現することができる。
【００２３】
　本発明の別の側面として、とりわけ先行の請求項のうちいずれか１項に記載の流量計を
用いて、流管に流れる流体の少なくとも１つの特性を検出するための方法を開示する。こ
の方法では、少なくとも１つの超音波センサによって流体の少なくとも１つの第１の流れ
特性を検出し、少なくとも１つの有効圧センサによって該流体の少なくとも１つの第２の
流れ特性を検出する。
【００２４】
　有利には、少なくとも１つの第１の値領域では、前記流体の特性を求めるために第１の
流れ特性を使用し、少なくとも１つの第２の値領域では、前記流体の特性を求めるために
第２の流れ特性を使用する。前記値領域はたとえば、第１の流れ特性の測定値の量または
領域および／または第２の流れ特性の測定値の量または領域および／または両流れ特性か
ら導出された値である。前記両値領域は相互に別個とすることができるが、少なくとも１
つの移行領域において相互にオーバーラップすることもでき、たとえば、第１の値領域に
おいて前記移行領域外では第１の流れ特性のみを使用し、第２の値領域において該移行領
域外では第２の流れ特性のみを使用し、該移行領域内では、該第１の流れ特性と該第２の
流れ特性とを組み合わせた特性を使用することができる。たとえば、前記移行領域内では
超音波センサの特性曲線と有効圧センサの特性曲線とを適合することもできる。このこと
はたとえば、１つまたは複数の較正値を適合することによって行うことができ、たとえば
移行領域において、１つまたは複数の較正値を選択することにより、たとえばオフセット
を適切に選択することにより、有効圧センサの特性曲線を超音波センサの特性曲線に適合
するか、または逆に、超音波センサの特性曲線を有効圧センサの特性曲線に適合すること
ができる。
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【００２５】
　異なる検出メカニズムに基づく両センサを組み合わせることにより、流速のダイナミク
スが大きい流体において、小さい流量領域でも大きい流量領域でも、流速を高精度で測定
することができるようになる。たとえば、超音波センサを使用すると１ｍ／ｓ～３０ｍ／
ｓの領域において測定を行うことができ、有効圧センサを使用すると、たとえば２０ｍ／
ｓ～６０ｍ／ｓの領域において測定を行うことができる。さらに、両センサの振舞いを表
す特性曲線を求めることにより、異なる流速領域においてセンサの誤動作を識別できるよ
うにすることもできる。
【実施例】
【００２６】
　以下の有利な実施例の説明から、本発明の他の詳細な構成および特徴を理解することが
できる。この有利な実施例は、図面に概略的に示されている。
【００２７】
　図１は、本発明の第１の実施例の流量計１１０を流体の流れ主方向１１２に対して平行
に切断した断面図である。流量計１１０は、少なくとも１つの超音波センサ１１４と少な
くとも１つの有効圧センサ１１６との組合せを含む。図中の実施例では、前記超音波セン
サ１１４は一例として２つの超音波変換器１１８を含み、これらの超音波変換器１１８は
たとえばＶ字形構成で、流体が流れ主方向１１２に流れる流管１２２の壁に配置すること
ができる。有効圧センサ１１６はたとえばベンチュリセンサ１２４とすることができ、こ
の有効圧センサ１１６も流管１２２内に配置することができる。有効圧センサ１１６は、
このベンチュリセンサ１２４の他に択一的または付加的に、別の種類の有効圧センサを含
むことができ、たとえばオリフィス板を含むことができる。
【００２８】
　図１の実施例では、超音波変換器１１８，１２０をたとえば流れ主方向１１２に相互に
ずらして、すなわち第１の超音波変換器１１８を第２の超音波変換器１２０より上流に配
置することができる。超音波変換器１１８，１２０は、超音波の送信および受信の双方を
行えるように構成することができ、図１の構成では、同図において一例として超音波経路
１２６によって示されているように、流れ主方向１１２の方向に超音波を発信することも
、逆方向すなわち流れ主方向１１２と逆方向に超音波を発信することもできる。この流れ
主方向１１２と逆方向の超音波経路は、図１では示されていない。超音波は反射面１２８
に当たり、該反射面１２８で反射される。図中の実施例では一例として、流管１２２の管
内壁１３０が反射面１２８としても設けられている。また、別の構成も可能であり、たと
えば、流管１２２の相互に対向する側にそれぞれ超音波変換器１１８，１２０を配置し、
超音波が反射しなくても一方の超音波変換器１１８，１２０から他方の超音波変換器に直
接到達できるようにすることができる。さらに、反射面１２２と管内壁１３０とを別個に
することもできる。一般的には、少なくとも１つの反射面１２８を有する構成が有利であ
り、たとえば、超音波変換器１１８，１２０が流管１２２の同一の側に配置される構成が
有利である。というのも、このような構成では通常、距離が長くなるため、流速をより高
精度で検出できるからである。
【００２９】
　有効圧センサ１１６は有利には、超音波センサ１１４の直近に配置される。両センサの
測定すなわち超音波センサ１１４の測定条件と有効圧センサ１１６の測定条件とが、確実
に、可能な限り同等になるようにするために有利なのは、両センサ１１４および１１６の
相互間の距離を可能な限り小さく抑えることである。
【００３０】
　図１に示された有効圧センサ１１６は、いわゆるベンチュリの原理に基づいているため
、流れ断面が異なる流管１２２の領域において、少なくとも２つの取り出し箇所または圧
力測定箇所１３２，１３４を有する。たとえば、流管１２２内に少なくとも１つの流れ絞
り部材１３５を設けることができる。各圧力測定箇所１３２，１３４はたとえば、各管１
３６，１３８が流管１２２に合流する各合流部に配置することができる。管１３６，１３
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８はたとえば流管１２２に対して横方向に配置することができ、該流管１２２に連通し、
かつ／または相互間で連通することができる。圧力測定箇所１３２，１３４は個別に、少
なくとも１つの絶対圧測定および／または少なくとも１つの差圧測定に使用するか、また
は双方ともに絶対圧測定および／または差圧測定に使用することができる。図１には一例
として、絶対圧計１４０によって絶対圧測定を行うための取り出し管として管１３６が使
用される構成を示す。図中の実施例では、択一的または付加的に、有効圧センサ１１６は
少なくとも１つの差圧計１４２を有する。この差圧計１４２はたとえば、流れ断面が広い
圧力測定箇所１３２と、上流に設けられ流れ断面がより小さい圧力測定箇所１３４との間
の差圧測定を行うことができる。
【００３１】
　図２および図３に、第２の実施例の流量計１１０を流れ主方向１１２に対して平行に切
断した断面（図２）と、流れ主方向１１２に対して垂直に切断した断面（図３）とを示す
。図２に示された流量計１１０も、２つの超音波変換器１１８，１２０を含む超音波セン
サ１１４を有し、これらの超音波変換器１１８，１２０は流れ主方向１１２に相互にずれ
て、流管１２２の同一の側に配置されている。ここでは、超音波経路１２６は反射面１２
８に当たる。この反射面１２８は、この実施例では有利には、流管１２２の管内壁１３０
表面に配置されているのではなく、有利にはホルダ１４４の一部とされている。このホル
ダ１４４は有効圧センサ１１６の構成要素でもあり、かつ／または、有効圧センサ１１６
の構成要素を支持することができる。有利には反射面１２８は、超音波変換器１１８，１
２０から適切な距離で離れて、流管１２２内に設けられている。ホルダ１４４は反射面１
２８と、有利には有効圧センサ１１６の構成部品とを結合する。
【００３２】
　たとえばこの実施例または別の実施例では、有効圧センサ１１６をプラントルセンサ１
４６とし、および／またはプラントルセンサ１４６を含むことができる。そのためには、
有効圧センサ１１６はたとえばこの実施例でも、少なくとも２つの圧力測定箇所１３２，
１３４を有することができ、第１の圧力測定箇所１３４としてはたとえば、流れ主方向１
１２と逆方向に開放された第１の管１３６をホルダ１４４に設けることができる。この第
１の管１３６は、たとえば拡幅部分を有することができる。それゆえ、第１の圧力測定箇
所１３２はたとえば、淀み圧測定箇所とすることができる。第２の圧力測定箇所１３４と
しては、第１の圧力測定箇所１３２より下流においてホルダ１４４の側部に設けられた別
の開口を使用することができる。この別の開口はたとえば、ホルダ１４４の壁に設けられ
た第２の管１３８に合流する合流部とすることができる。ここでも、有効圧センサ１１６
はたとえば少なくとも１つの絶対圧計１４０、および／または、管１３６および１３８の
相互間の差圧を測定するための少なくとも１つの差圧計１４２を有することができる。前
記絶対圧計１４０は、たとえば第２の管１３８に接続することができる。
【００３３】
　図１に示された実施例、図２および３に示された実施例、または本発明の別の実施例で
は、測定領域全体にわたって常に測定信号が得られるようにするために、前記少なくとも
１つの超音波センサ１１４の測定領域と前記少なくとも１つの有効圧センサ１１６の測定
領域とを組み合わせることができる。その際には上述のように、有効圧センサ１１６で発
生する測定誤差は、通常は主に、差圧計１４２のゼロ点のドリフトに起因することを利用
する。測定領域を組み合わせて値領域を決定することは、たとえば以下のように行うこと
ができる。一例として流体として空気に基づいて、このことを以下で説明する。
【００３４】
　まず、たとえば空気質量を超音波センサ１１４（超音波流量計、ＵＤＭとも称する）に
よって求める：
　ｍ（ＵＤＭ）＝Ｄ（ＵＤＭ）

＊ρ
　上記式では、
　ｍ：空気質量
　Ｄ：超音波流量計の流量測定値（較正済み）
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　ρ：流体の密度
　密度ρはさらに、
　ρ＝ｐａｂｓ／Ｒ／Ｔ
によって定義される。
　上記式において、
　ｐａｂｓ：絶対圧
　Ｒ：気体定数
　Ｔ：絶対温度
【００３５】
　この温度はたとえば、超音波の伝搬時間および／または付加的な温度センサを用いて求
めることができる。
【００３６】
　有効圧センサ（ＷＤＳ）１１６の場合には、流体質量はたとえば以下の式によって求め
られる：
　Ｍ（ＷＤＳ）＝Ｃ＊√（（ｐ＋ｐｏｆｆ）＊ρ）
　上記式において
　Ｃ：較正定数
　ｐ：有効圧
　ｐｏｆｆ：オフセット
　ρ：流体の密度
【００３７】
　個々の信号が異なって使用される複数の領域を定義することができる。以下のパラメー
タを使用することができる：
　ｍｍｉｎ：少なくとも１つの超音波センサ１１４によって検出可能な流体最小質量流量
　ｍ１：移行領域の開始点
　ｍ２：移行領域の終了点
　ｍｍａｘ：少なくとも１つの超音波センサ１１４によって検出可能な流体最大質量流量
【００３８】
　両センサ方式を使用できるということは、ｍｍｉｎ～ｍ２の領域において超音波信号を
使用できるということである。ｍ２～ｍｍｉｎの領域では有効圧センサ信号を使用するこ
とができ、ｍ１～ｍ２の領域では、ｍ（ＵＤＭ）とｍ（ＷＤＳ）とを同等に扱うことによ
ってｐｏｆｆを求めることができる。
【００３９】
　ｐｏｆｆ値を求め、ｍ１～ｍ２の領域に再び達するまで、ｍ２～ｍｍａｘの領域内にお
いて使用することができる。このことにより、流量計１１０の連続的な特性曲線を求める
ことができる。ｐｏｆｆ値の妥当性検査を行うことにより、少なくとも１つの超音波セン
サ１１４ないしは少なくとも１つの有効圧センサ１１６の不具合状態を検出することがで
きる。
【符号の説明】
【００４０】
　１１０　流量計
　１１２　流体の流れ主方向
　１１４　超音波センサ
　１１６　有効圧センサ
　１１８，１２０　超音波変換器
　１２２　流管
　１２４　ベンチュリセンサ
　１２６　超音波経路
　１２８　反射面
　１３０　管内壁
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　１３２，１３４　圧力測定箇所
　１３５　流れ絞り部材
　１３６　絶対圧測定を行うための取り出し管
　１４０　絶対圧計
　１４２　差圧計

【図１】 【図２】

【図３】
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