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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下流方向にプロセス流体を運搬するように構成されるプロセス流体流導管内の流体流量
を判定するための脈動流量計であって、脈動流量計は、
　縦方向のハウジングの長さおよび半径方向のハウジングの直径を有するハウジングの内
部を画定し、さらに、縦軸を画定する、ハウジングであって、
　外殻と、
　前記プロセス流体流導管から前記ハウジングの内部にプロセス流体を受容するための入
口と、
　前記ハウジングの内部から前記プロセス流体流導管にプロセス流体を送達するための出
口と、を有する、ハウジングと、
　前記ハウジング内に配置される鈍頭物体と、
　前記ハウジング内に配置され、かつオリフィスを有するオリフィス板であって、前記オ
リフィス板は、前記鈍頭物体の下流に位置し、前記オリフィス板は、前記オリフィス板が
、前記オリフィスを通過した結果としてプロセス流体に脈動周波数を有する脈動流を与え
るように動作可能なように、前記鈍頭物体から所定の距離に位置し、
　さらに、前記オリフィス板は、オリフィス板の厚さによって特徴付けられ、前記オリフ
ィス板の厚さは、前記ハウジングの直径の２～４パーセントの範囲内であり、
　前記オリフィス板と前記鈍頭物体との間の前記所定の距離は、前記ハウジングの直径の
４０～６０パーセントの距離である、オリフィス板と、
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　前記脈動流の前記脈動周波数を検出し、前記検出された脈動周波数に基づいて前記流体
流量を判定するための手段と、によって特徴付けられる、脈動流量計。
【請求項２】
　前記脈動流量計を前記プロセス流体流導管と流体接続して連結するための手段によって
さらに特徴付けられる、請求項１に記載の脈動流量計。
【請求項３】
　前記脈動周波数を検出し、前記検出された脈動周波数に基づいて前記流体流量を判定す
るための手段は、
　前記脈動流によって生じる圧力差を感知することによって、前記脈動流の前記脈動周波
数を検出するように動作可能な感知器と、
　前記感知器によって感知された前記圧力差に基づいて、流量測定信号を生成するように
動作可能な、前記感知器と通信する伝送器と、
　前記流量測定信号を受容し、前記流体流量を判定するように動作可能な、前記伝送器と
通信するプロセッサと、によってさらに特徴付けられる、請求項１～２のいずれかに記載
の脈動流量計。
【請求項４】
　前記流体流量を表示するように動作可能な、前記プロセッサと通信する表示手段によっ
てさらに特徴付けられる、請求項１～３のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項５】
　前記鈍頭物体は、円筒形である、請求項１～４のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項６】
　前記鈍頭物体は、前記ハウジングの直径の１０～２０パーセントの直径を有する、請求
項１～５のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項７】
　前記鈍頭物体は、前記ハウジングの直径の１６パーセントの直径を有する、請求項１～
６のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項８】
　前記鈍頭物体は、前記縦軸に対して横方向に配置される、請求項１～７のいずれかに記
載の脈動流量計。
【請求項９】
　前記オリフィス板は、オリフィス板の直径によってさらに特徴付けられ、前記オリフィ
ス板の直径は、前記ハウジングの直径と等しい、請求項１～８のいずれかに記載の脈動流
量計。
【請求項１０】
　前記オリフィスは、前記ハウジングの直径の６０パーセントであるオリフィスの直径に
よって特徴付けられる、請求項１～９のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項１１】
　前記オリフィス板と前記鈍頭物体との間の前記所定の距離は、前記ハウジングの直径の
５０パーセントの距離である、請求項１～１０のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項１２】
　前記ハウジングの直径は、前記ハウジングの長さの２５パーセントである、請求項１～
１１のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項１３】
　前記鈍頭物体は、前記ハウジングの長さの１０パーセントの前記入口からの距離に位置
する、請求項１～１２のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項１４】
　前記鈍頭物体は、前記鈍頭物体が前記外殻から前記ハウジングの軸を通って延在するよ
うに、前記ハウジング内に配置される、請求項１～１３のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項１５】
　前記オリフィスは、前記ハウジングの軸を中心とする、請求項１～１４のいずれかに記
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載の脈動流量計。
【請求項１６】
　前記ハウジングは、円筒形である、請求項１～１５のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項１７】
　前記ハウジングの直径は、前記ハウジングの長さに関して一定のままである、請求項１
～１６のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項１８】
　前記鈍頭物体の下流に先細セクションが存在しないことによってさらに特徴付けられる
、請求項１～１７のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項１９】
　下流方向にプロセス流体を運搬するように構成されるプロセス流体流導管内の流体流量
を判定するための脈動流量計であって、
　内部容積と、前記プロセス流体流導管から内部容積内にプロセス流体を受容するための
入口と、前記内部容積から前記プロセス流体流導管内に前記プロセス流体を送達するため
の出口と、を有するハウジングであって、前記ハウジングは、縦方向のハウジングの長さ
および半径方向のハウジングの直径を有する前記ハウジングの内部を画定し、前記ハウジ
ングは、さらに、縦軸を画定し、前記ハウジングの直径は、前記ハウジングの長さの２０
～３０パーセントである、ハウジングと、
　円筒形状を有する、前記ハウジング内に配置される鈍頭物体であって、前記鈍頭物体は
、前記ハウジングの直径の１０～２０パーセントの直径を有し、前記鈍頭物体は、前記ハ
ウジングの長さの５～１５パーセントの前記入口からの距離に位置する、鈍頭物体と、
　オリフィス、オリフィス板の厚さ、およびオリフィス板の直径を有する、前記ハウジン
グ内に配置されるオリフィス板であって、前記オリフィス板は、前記オリフィス板が、前
記オリフィスを通過した結果として前記プロセス流体に脈動周波数を有する脈動流を与え
るように動作可能なように、前記鈍頭物体から所定の距離で前記鈍頭物体の下流に位置し
、前記オリフィスの厚さは、前記ハウジングの直径の２～４パーセントの範囲内にあり、
前記オリフィス板の直径は、前記ハウジングの直径と実質的に等しく、前記オリフィスは
、前記ハウジングの直径の６０パーセントであり、前記オリフィス板と前記鈍頭物体との
間の前記所定の距離は、前記ハウジングの直径の４０～６０パーセントの距離である、オ
リフィス板と、
　前記脈動流の前記脈動周波数を検出し、前記検出された脈動周波数に基づいて前記流体
流量を判定するための手段と、によって特徴付けられる、脈動流量計。
【請求項２０】
　前記鈍頭物体は、前記鈍頭物体が前記ハウジングの軸を通って延在するように、前記ハ
ウジング内に配置される、請求項１９に記載の脈動流量計。
【請求項２１】
　前記オリフィスは、前記ハウジングの軸を中心とする、請求項１９～２０のいずれかに
記載の脈動流量計。
【請求項２２】
　前記ハウジングは、円筒形である、請求項１９～２１のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項２３】
　前記ハウジングの直径は、前記ハウジングの長さに関して一定のままである、請求項１
９～２２のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項２４】
　前記鈍頭物体の下流に先細セクションが存在しないことによってさらに特徴付けられる
、請求項１９～２３のいずれかに記載の脈動流量計。
【請求項２５】
　二相または三相流体流のうちの少なくとも一相の流体流量を判定するための脈動流量計
であって、
　ハウジングと、
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　前記ハウジング内に横方向に配置される鈍頭物体と、
　前記ハウジング内に配置され、かつオリフィスを有するオリフィス板であって、前記オ
リフィス板は、前記鈍頭物体の下流に位置し、前記オリフィス板は、前記オリフィス板が
、前記オリフィスを通過した結果としてプロセス流体に脈動振幅を有する脈動周波数を有
する脈動流を与えるように動作可能なように、前記鈍頭物体から所定の距離に位置する、
オリフィス板と、によって特徴付けられ、
　前記脈動流量計は、前記流体流量を判定するために、前記脈動周波数および前記脈動振
幅を使用するように適合され、
　さらに、前記オリフィス板は、オリフィス板の厚さによって特徴付けられ、前記オリフ
ィス板の厚さは、前記ハウジングの直径の２～４パーセントの範囲内であり、
　前記オリフィス板と前記鈍頭物体との間の前記所定の距離は、前記ハウジングの直径の
４０～６０パーセントの距離である、脈動流量計。
【請求項２６】
　前記脈動流量計は、複数の異なる流体相組成と、対応する脈動周波数および脈動振幅値
を有する複数の異なる総容積流体流量と、に対する相関データで較正される、請求項２５
に記載の脈動流量計。
【請求項２７】
　プロセス流体流導管内の流体流量を判定するための方法であって、
　プロセス流体に脈動振幅を有する脈動周波数を有する脈動流を与えるように動作可能な
脈動流量計を通って前記プロセス流体を流すステップであり、前記脈動流量計は、
　縦方向のハウジングの長さおよび半径方向のハウジングの直径を有するハウジングの内
部を画定し、さらに、縦軸を画定する、ハウジングであって、
　外殻と、
　前記プロセス流体流導管から前記ハウジングの内部にプロセス流体を受容するための入
口と、
　前記ハウジングの内部から前記プロセス流体流導管にプロセス流体を送達するための出
口と、を有する、ハウジングと、
　前記ハウジング内に配置される鈍頭物体と、
　前記ハウジング内に配置され、かつオリフィスを有するオリフィス板であって、前記オ
リフィス板は、前記鈍頭物体の下流に位置し、前記オリフィス板は、前記オリフィス板が
、前記オリフィスを通過した結果としてプロセス流体に脈動周波数を有する脈動流を与え
るように動作可能なように、前記鈍頭物体から所定の距離に位置し、
　さらに、前記オリフィス板は、オリフィス板の厚さによって特徴付けられ、前記オリフ
ィス板の厚さは、前記ハウジングの直径の２～４パーセントの範囲内であり、
　前記オリフィス板と前記鈍頭物体との間の前記所定の距離は、前記ハウジングの直径の
４０～６０パーセントの距離である、オリフィス板と、
　前記脈動流の前記脈動周波数を検出し、前記検出された脈動周波数に基づいて前記流体
流量を判定するための手段と、によって特徴付けられる、脈動流量計である、前記プロセ
ス流体を流すステップと、
　前記脈動周波数を検出するステップと、
　前記検出された脈動周波数に基づいて前記流体流量を判定するステップと、によって特
徴付けられる、方法。
【請求項２８】
　プロセス流体流導管内の流体流量を判定するための方法であって、
　プロセス流体に脈動振幅を有する脈動周波数を有する脈動流を与えるように動作可能な
脈動流量計を通って前記プロセス流体を流すステップであり、前記脈動流量計は、
　内部容積と、前記プロセス流体流導管から内部容積内にプロセス流体を受容するための
入口と、前記内部容積から前記プロセス流体流導管内に前記プロセス流体を送達するため
の出口と、を有するハウジングであって、前記ハウジングは、縦方向のハウジングの長さ
および半径方向のハウジングの直径を有する前記ハウジングの内部を画定し、前記ハウジ
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ングは、さらに、縦軸を画定し、前記ハウジングの直径は、前記ハウジングの長さの２０
～３０パーセントである、ハウジングと、
　円筒形状を有する、前記ハウジング内に配置される鈍頭物体であって、前記鈍頭物体は
、前記ハウジングの直径の１０～２０パーセントの直径を有し、前記鈍頭物体は、前記ハ
ウジングの長さの５～１５パーセントの前記入口からの距離に位置する、鈍頭物体と、
　オリフィス、オリフィス板の厚さ、およびオリフィス板の直径を有する、前記ハウジン
グ内に配置されるオリフィス板であって、前記オリフィス板は、前記オリフィス板が、前
記オリフィスを通過した結果として前記プロセス流体に脈動周波数を有する脈動流を与え
るように動作可能なように、前記鈍頭物体から所定の距離で前記鈍頭物体の下流に位置し
、前記オリフィスの厚さは、前記ハウジングの直径の２～４パーセントの範囲内にあり、
前記オリフィス板の直径は、前記ハウジングの直径と実質的に等しく、前記オリフィスは
、前記ハウジングの直径の６０パーセントであり、前記オリフィス板と前記鈍頭物体との
間の前記所定の距離は、前記ハウジングの直径の４０～６０パーセントの距離である、オ
リフィス板と、
　前記脈動流の前記脈動周波数を検出し、前記検出された脈動周波数に基づいて前記流体
流量を判定するための手段と、によって特徴付けられる、脈動流量計である、前記プロセ
ス流体を流すステップと、
　前記脈動周波数を検出するステップと、
　前記検出された脈動周波数に基づいて前記流体流量を判定するステップと、によって特
徴付けられる、方法。
【請求項２９】
　プロセス流体流導管内の流体流量を判定するための方法であって、
　プロセス流体に脈動振幅を有する脈動周波数を有する脈動流を与えるように動作可能な
脈動流量計を通って前記プロセス流体を流すステップであり、前記脈動流量計は、
　ハウジングと、
　前記ハウジング内に横方向に配置される鈍頭物体と、
　前記ハウジング内に配置され、かつオリフィスを有するオリフィス板であって、前記オ
リフィス板は、前記鈍頭物体の下流に位置し、前記オリフィス板は、前記オリフィス板が
、前記オリフィスを通過した結果としてプロセス流体に脈動振幅を有する脈動周波数を有
する脈動流を与えるように動作可能なように、前記鈍頭物体から所定の距離に位置する、
オリフィス板と、によって特徴付けられ、
　前記脈動流量計は、前記流体流量を判定するために、前記脈動周波数および前記脈動振
幅を使用するように適合され、
　前記オリフィス板は、オリフィス板の厚さによってさらに特徴付けられ、前記オリフィ
ス板の厚さは、前記ハウジングの直径の２～４パーセントの範囲内であり、
　前記オリフィス板と前記鈍頭物体との間の前記所定の距離は、前記ハウジングの直径の
４０～６０パーセントの距離である、脈動流量計である、前記プロセス流体を流すステッ
プと、
　前記脈動周波数を検出するステップと、
　前記検出された脈動周波数に基づいて前記流体流量を判定するステップと、によって特
徴付けられる、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロセス流体に脈動流を与えるように動作可能な流量計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　流体が物体または妨害物のそばを通過すると、振動が発生し得る。自然に生じるこれら
の振動の例は、木々の枝による風の唸り、急速に流れる川において岩の下流に生成される
渦、および風による旗の揺動を含む。これらの例の全てにおいて、流れが遅くなると、振
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動は止まることに留意されたい。すなわち、風がやむと唸りは止まり、川が急速に流れて
いないと水は岩の周りを静かに流れ、および穏やかなそよ風で旗は揺動しない。
【０００３】
　渦流量計は、同一の原理の下で動作する。渦流量計は、通常、プロセス流体流導管内に
直列に設置されて、流体の流量を測定する。渦流量計は、流体が、パイプシステムの内部
で、通常は鈍頭物体と呼ばれる障害物の周りを流れるときに発生する、渦放出として周知
の流体不安定性に基づいている。流体流動は、境界層効果に起因して障害物の輪郭に付着
しないため、鈍頭物体の後方に流動分離が発生し、それによって、物体の後方で圧力が低
くなる渦を形成する。これらの渦は、下流で交互に生じて、カルマン渦列と呼ばれる流動
不安定性を生成する。これらの渦は、パイプ内の流量と比例する所定の周波数で、鈍頭物
体の一方の側から他方の側へ交互に放出される。揺動する旗と同様に、渦放出の周波数は
、流体流動の増加と共に増加する。これらの種類の流量計において、形成され、放出され
る渦によって生じる差圧は、渦放出メカニズムと比例する周波数を測定する感知器によっ
て感知され、伝送器は、測定された周波数に基づいて流量測定信号を生成する。
【０００４】
　図１は、公知の渦流量計１０の等角図を示す。プロセス流体１２は、渦流量計１０に入
り、鈍頭物体２０を流れ過ぎ、次に、交互に生じる渦２２の形成を引き起こす。図２は、
同一の渦流量計１０の上面図を示す。図３は、カルマン渦列の計算流動シミュレーション
を示す。見られるように、渦は、鈍頭物体の後方に交互に生じる形で生成される。さらに
、鈍頭物体の所定のジオメトリでは、カルマン列渦周波数は、流量と比例する。
【０００５】
　渦流量計は、水、低温液体、ボイラー給水、炭化水素、化学物質、空気、窒素、工業用
ガス、および、蒸気等の、パイプ内の液体、気体、および蒸気の速度を測定する。しかし
ながら、渦流量計内の感知器は低流量でオフになるため、渦流量計の範囲の下限近くで流
量測定が必要とされる用途において、渦流量計には周知の不足点が存在する。感知器がオ
フになる速度は、典型的には、液体の場合、０．３メートル／秒（１フィート／秒）であ
る。しかしながら、気体／蒸気の場合、感知システムを動作させるために必要とされる気
体／蒸気の比較的低い密度に起因して、遮断はかなり高い。したがって、現在の流量計は
、気体の場合、低流量を許容しない。
【０００６】
　概して、鈍頭物体または流量計ハウジングのサイズが小さくなるにつれて、渦周波数は
増加する。さらに、周波数が増加するにつれて、圧力感知器信号強度は低下する。したが
って、ハウジングサイズの減少は、圧力感知器信号強度の低下に繋がる。当然ながら、そ
のため、これが流量計サイズの許容範囲を限定する。
【０００７】
　渦流量計の精度に影響を及ぼすさらなる問題は、雑音である。ポンプ、弁、上流の流量
制限、圧縮機等によって発生する雑音は、感知器により高い出力信号を読み取らせ得、そ
れによって、不正確な流量の読み取りに繋がる。読み取りにおけるプロセス雑音の影響は
、感知器の信号対雑音比が最大値の場合に低減し得る。液体では、雑音問題はそれほど大
きな問題ではないが、しかしながら、蒸気および気体流体は、特に低流量ではプロセス雑
音から区別することが困難であり得る、比較的低い感知器信号強度を生成する。
【０００８】
　プロセス雑音の除去に役立つようにフィルターが使用されているが、しかしながら、こ
れらのフィルターは、低流量遮断の閾値を上昇させ、さらなる読み違いを導く。その結果
として、プロセス雑音を除去するためにフィルタリングが使用されるほど、流量計の正味
範囲は減少する。
【０００９】
　渦周波数は、流速、プロセス流体の特性、および流量計のサイズに応じて、典型的には
、１パルス／秒から数千パルス／秒に及ぶ。気体サービスにおいて、例えば、周波数は、
液体用途よりも約１０倍高い傾向がある。渦流量計は、流量密度に流速の二乗値を掛けた
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値に基づいた流量限界を有する。したがって、（液体よりも低い密度値を有する）気体用
途では、最大速度および結果としての周波数限界は、液体用途よりもずっと高い。
【００１０】
　したがって、特に、低流量または低密度に関連する問題を抱える流体の場合、従来の渦
流量計よりもより正確な流量計を有することが有利であろう。
【発明の概要】
【００１１】
　本発明は、これらの必要性のうちの少なくとも１つを満たす脈動流量計および方法を対
象とする。一実施形態において、脈動流量計は、ハウジング、鈍頭物体、およびオリフィ
ス板を含むことができる。一実施形態において、ハウジングは、内部、縦方向の長さ、半
径方向のハウジングの直径、および縦軸を画定する。一実施形態において、ハウジングは
、外殻、プロセス流体流導管からハウジングの内部にプロセス流体を受容するための入口
、およびハウジングの内部からプロセス流体流導管にプロセス流体を送達するための出口
を含むことができる。一実施形態において、鈍頭物体は、ハウジング内に配置される。鈍
頭物体は、鈍頭物体が、鈍頭物体を通って流れるプロセス流体に渦流パターンを与えるよ
うに動作可能なように、形作られ、渦流パターンは、渦周波数を有する。オリフィス板は
、ハウジング内に配置され、かつオリフィスを有する。一実施形態において、オリフィス
板は、鈍頭物体の下流に位置する。オリフィス板は、オリフィスを通過した結果としてプ
ロセス流体に脈動流を与えるように動作可能なように、鈍頭物体から所定の距離に位置し
、脈動流は、脈動周波数を有する。別の実施形態において、脈動流量計は、脈動流の脈動
周波数を検出し、検出された脈動周波数に基づいて流体流量を判定するための手段を含む
ことができる。
【００１２】
　別の実施形態において、脈動流量計は、脈動流量計をプロセス流体流導管と流体接続し
て連結するための手段をさらに含むことができる。別の実施形態において、脈動周波数を
検出し、検出された脈動周波数に基づいて流体流量を判定するための手段は、脈動流によ
って生じる圧力差を感知することによって、脈動流の脈動周波数を検出するように動作可
能な感知器と、感知器によって感知された圧力差に基づいて、流量測定信号を生成するよ
うに動作可能な、感知器と通信する伝送器と、流量測定信号を受容し、流体流量を判定す
るように動作可能な、伝送器と通信するプロセッサと、をさらに含む。別の実施形態にお
いて、脈動流量計は、プロセッサと通信する表示手段をさらに含むことができ、表示手段
は、流体流量を表示するように動作可能である。
【００１３】
　一実施形態において、鈍頭物体は、ハウジングの直径の約１０～２０パーセント、より
好ましくは、ハウジングの直径の約１６パーセントの直径を有する。別の実施形態におい
て、鈍頭物体は、縦軸に対して実質的に横方向に配置される。
【００１４】
　別の実施形態において、オリフィス板は、オリフィス板の厚さを有し、オリフィス板の
厚さは、ハウジングの直径の２～４パーセントの範囲内である。別の実施形態において、
オリフィス板は、オリフィス板の直径を有し、オリフィス板の直径は、ハウジングの直径
と実質的に等しい。別の実施形態において、オリフィスは、ハウジングの直径の約６０パ
ーセントであるオリフィスの直径を有する。
【００１５】
　一実施形態において、オリフィス板と鈍頭物体との間の所定の距離は、ハウジングの直
径の約４０～６０パーセント、好ましくは、約５０パーセントの距離である。別の実施形
態において、ハウジングの直径は、ハウジングの長さの約２０～３０パーセント、好まし
くは、約２５パーセントである。別の実施形態において、鈍頭物体は、ハウジングの長さ
の約５～１５パーセント、好ましくは、１０パーセントの入口からの距離に位置する。別
の実施形態において、鈍頭物体は、鈍頭物体がプロセス流体の流れに対して横方向に動作
可能なように、鈍頭物体が外殻からハウジングの軸を通って延在するように、ハウジング
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内に配置される。別の実施形態において、オリフィスは、ハウジングの軸を中心とする。
別の実施形態において、ハウジングは、実質的に円筒形である。別の実施形態において、
ハウジングの直径は、ハウジングの長さに関して実質的に一定のままである。別の実施形
態において、脈動流量計は、鈍頭物体の下流に先細セクションを有さない。
【００１６】
　別の実施形態において、脈動流量計は、内部容積と、プロセス流体流導管から内部容積
内にプロセス流体を受容するための入口と、内部容積からプロセス流体流導管内にプロセ
ス流体を送達するための出口と、を有するハウジングを含むことができ、ハウジングは、
縦方向のハウジングの長さおよび半径方向のハウジングの直径を有するハウジングの内部
を画定し、ハウジングは、さらに、縦軸を画定し、ハウジングの直径は、ハウジングの長
さの約２５パーセントである。また、脈動流量計は、鈍頭物体が、鈍頭物体を通って流れ
るプロセス流体に渦周波数を有する渦流パターンを与えるように動作可能なように、実質
的に円筒形状を有する、ハウジング内に配置される鈍頭物体を含み、鈍頭物体は、ハウジ
ングの直径の約１６パーセントの直径を有し、鈍頭物体は、ハウジングの長さの約１０パ
ーセントの入口からの距離に位置する。また、脈動流量計は、オリフィス、オリフィス板
の厚さ、およびオリフィス板の直径を有する、ハウジング内に配置されるオリフィス板を
含み、オリフィス板は、オリフィス板が、オリフィスを通過した結果としてプロセス流体
に脈動周波数を有する脈動流を与えるように動作可能なように、鈍頭物体から所定の距離
で鈍頭物体の下流に位置し、オリフィスの厚さは、ハウジングの直径の２～４パーセント
の範囲内にあり、オリフィス板の直径は、ハウジングの直径と実質的に等しく、オリフィ
スは、ハウジングの直径の約６０パーセントであり、オリフィス板と鈍頭物体との間の所
定の距離は、ハウジングの直径の約５０パーセントの距離である。また、脈動流量計は、
脈動流の脈動周波数を検出し、検出された脈動周波数に基づいて流体流量を判定するため
の手段を含むことができる。
【００１７】
　別の実施形態において、脈動流量計は、流体流量を判定するために、脈動周波数および
脈動振幅を使用するように適合される。脈動流量計は、鈍頭物体を通って流れるプロセス
流体に渦周波数を有する渦流パターンを与えるように動作可能な鈍頭物体と、ハウジング
内に配置され、かつオリフィスを有するオリフィス板であって、オリフィス板は、鈍頭物
体の下流に位置し、オリフィス板は、オリフィス板が、オリフィスを通過した結果として
プロセス流体に脈動振幅を有する脈動周波数を有する脈動流を与えるように動作可能なよ
うに、鈍頭物体から所定の距離に位置する、オリフィス板と、を含むことができる。別の
実施形態において、脈動流量計は、複数の異なる流体相組成と、対応する脈動周波数およ
び脈動振幅値を有する複数の異なる総容積流体流量と、に対する相関データで較正するこ
とができる。
【００１８】
　また、本発明の実施形態は、プロセス流体流導管内の流体流量を判定するための方法も
提供する。一実施形態において、方法は、プロセス流体に脈動振幅を有する脈動周波数を
有する脈動流を与えるように動作可能な脈動流量計を通ってプロセス流体を流すステップ
と、脈動周波数を検出するステップと、検出された脈動周波数に基づいて流体流量を判定
するステップと、を含むことができる。別の実施形態において、方法は、上記の脈動流量
計のいずれかを用いて実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　本発明のこれらのおよび他の特徴、態様、および利点は、以下の説明、特許請求の範囲
、および添付の図面に関して、より良く理解されるであろう。しかしながら、図面は、本
発明のいくつかの実施形態のみを例示し、したがって、他の同様に効果的な実施形態を認
めることができるため、本発明の範囲を限定するものと見なすべきではないことに留意す
べきである。
【００２０】
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【図１】従来公知の渦流量計の斜視図である。
【００２１】
【図２】従来公知の渦流量計の上面断面図である。
【００２２】
【図３】従来公知の渦流量計を用いたカルマン渦列の計算流動シミュレーションを表示す
る。
【００２３】
【図４】本発明の実施形態による脈動流量計の上面断面図である。
【００２４】
【図５】本発明の実施形態による脈動流量計の計算流動シミュレーションを表示する。
【００２５】
【図６】本発明の実施形態による脈動流量計の斜視図である。
【００２６】
【図７】本発明の実施形態による脈動流量計の別の上面断面図である。
【００２７】
【図８】従来公知の渦流量計を用いたカルマン渦列によって生じる信号のグラフィック表
示である。
【００２８】
【図９】図８のフーリエ変換である。
【００２９】
【図１０】本発明の実施形態による脈動流量計によって生じる信号のグラフィック表示で
ある。
【００３０】
【図１１】図１０のフーリエ変換である。
【００３１】
【図１２】本発明の実施形態による脈動流量計システムの上面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明は、いくつかの実施形態に関連して記載されるが、本発明をそれらの実施形態に
限定するよう意図されないことが理解されよう。逆に、添付の特許請求の範囲によって定
義される本発明の精神および範囲内に含まれ得る、全ての変更、修正、および等価物を包
含するよう意図される。
【００３３】
　本発明の実施形態において、弱い雑音対流動比を有する用途に対して補正するのに有利
に役立つことができる、脈動渦流量計が提供される。実施形態において、オリフィス板は
、オリフィス板が、プロセス流体がオリフィス板のオリフィスを通って流れるときに、プ
ロセス流体に（渦放出と対照的な）脈動流を与えるように動作可能なように、鈍頭物体か
ら所定の距離に置かれる。
【００３４】
　図４は、本発明の実施形態の上面断面図である。プロセス流体１２は、入口３６を介し
て外殻３５に入る。プロセス流体１２は、鈍頭物体２０を通って流れ、鈍頭物体２０の境
界効果に起因して、渦放出の開始を示し始める。しかしながら、オリフィス板４０は、プ
ロセス流体が渦放出を完全に受けるのを妨げる。代わりに、プロセス流体は、オリフィス
４２を通過した後に、脈動５０によって示される、脈動周波数を有する脈動流に変換され
る。
【００３５】
　図５は、本発明の実施形態に従って行われる一連の計算流動モデリングからの３つのス
ナップショットの編集である。図５において見られるように、各脈動は、その先行部から
完全に離れており、ならびに高強度の所定の脈動コアを持つ。
【００３６】



(10) JP 6104918 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

　図６は、脈動流量計３０の斜視図である。プロセス流体は、プロセス流体流導管（図示
せず）から入口３６でハウジング４４に入る。プロセス流体は、鈍頭物体２０の周りを流
れ、オリフィス板４０のオリフィス４２を通って流れる。プロセス流体は、ハウジング４
４の内部を通って移動し続けるが、オリフィス４２を通過した後、複数の脈動５０によっ
て特徴付けられる、脈動流を示し始める。脈動５０は、出口３８からハウジング４４を出
、プロセス流体流導管（図示せず）に再び入る。
【００３７】
　図７は、本発明の実施形態の別の上面断面図である。この実施形態において、脈動流量
計３０は、半径方向のハウジングの直径Ｄ、縦軸６０、および縦方向のハウジングの長さ
Ｌを含む。
【００３８】
　図８および図９は、先行技術の典型的な渦流量計によって生じる信号のグラフィック表
示である。図８は、カルマン渦列によって生じる信号を表す。図９は、特異特性周波数お
よび渦放出の周波数に対応するその高調波を明らかに示す、結果のフーリエ変換を示す。
【００３９】
　図１０および１１は、本発明の実施形態に従う脈動流量計の使用によって生じる信号の
グラフィック表示である。図１０は、脈動メカニズムによって生じる信号を表す。図１１
は、結果のフーリエ変換を示す。この分析は、脈動周波数が、同一の流動条件（すなわち
、パイプおよび鈍頭物体の同一のジオメトリ、同一のレイノルズ数、および同一の粘性）
に対して、図８および９に示されるカルマン列渦と比較してより低い周波数を有すること
を示している。したがって、本発明の実施形態における脈動は、カルマン渦よりも大きい
周期を有する。さらに、図１１に示されるフーリエ変換スペクトルは、図８および９に示
される渦流量計からの信号の強度（０．００８）よりも高い、ほぼ０．０２５の強度を有
する、約０．０２５Ｈｚの特性周波数を示す。したがって、本発明の実施形態は、より良
好な雑音対流動比を得る。したがって、本発明の実施形態における雑音フィルタリングは
、カルマン渦に基づいた従来の渦流量計よりも生じるエラーが少ない。
【００４０】
　図１２は、脈動流量計システム６２の実施形態である。脈動流量計３０は、プロセス流
体流導管６４に接続され、かつプロセス流体流導管６４と流体連通する。当業者であれば
、流体流導管が、プロセス流体１２が流れる、任意の種類のパイプ、管、または他の導管
であり得ることを理解するであろう。さらに、脈動流量計３０は、図１２に示されるよう
に、流体流導管６４と直列に接続することができるか、または、流体流導管６４と並列に
接続することができる。
【００４１】
　脈動５０と比例する周波数を測定する感知器である、感知器６６が示され、外殻３５に
接続される。感知器６６は、例えば、容量性、圧電、誘導、または電気力学的変換器等の
、脈動５０を測定するための任意の種類の感知器であることができる。感知器６６は、脈
動流によって生じる圧力差を感知することによって、脈動５０の脈動周波数を検出するよ
うに動作可能である。
【００４２】
　伝送器６８は、感知器６６と通信し、感知器６６によって感知される圧力差に基づいて
流量測定信号を生成するように動作可能である。プロセッサ７０は、伝送器６８と通信し
、ならびに流量測定信号を受信し、流体流量を判定するように動作可能である。別の実施
形態において、脈動流量計システム６２は、プロセッサ７０と通信する表示部７２等の表
示手段をさらに含むことができ、表示手段は、流体流量を表示するように動作可能である
。感知器６６、伝送器６８、プロセス７０、および表示部７２の全てまたは一部は、共通
のハウジング７４内に位置することができる。代替的に、いくつかの要素は、ハウジング
７４から離れて位置することができる。例えば、表示部７２は、プロセッサを有するコン
ピュータ表示部であることができ、伝送器６８は、データをプロセッサに送信して、コン
ピュータ表示部に表示することができる。



(11) JP 6104918 B2 2017.3.29

10

20

30

【００４３】
　本発明は、生成された渦が、両方とも高精度測定に有利な、より強い信号応答およびよ
り高い流動周期を有するという事実に起因して、従来の渦流量計と比較してより良好な精
度を有する渦脈動メカニズムに基づいた新しい流動システムを示す。
【００４４】
　本発明は、その特定の実施形態と併せて記載されたが、多くの変更、修正、および変形
が上記の記載に照らして当業者には明らかであることが明白である。したがって、添付の
特許請求の精神および幅広い範囲に含まれる、変更、修正、および変形といった全てを包
含するよう意図される。本発明は、適切に、開示された要素を含み得るか、開示された要
素から成り得るか、または開示された要素から本質的に成り得、開示されていない要素が
存在しなくても実施され得る。さらに、第１および第２等の順序づけを指す言語は、例示
的な意味であり、限定する意味ではないと理解されるべきである。例えば、特定のステッ
プを組み合わせて単一のステップにすることができることが、当業者によって認識され得
る。
【００４５】
　単数形「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、文脈上明確に指示されない限り、複数
の指示対象を含む。
【００４６】
　任意の、または任意で、は、その後記載される事象または状況が発生し得るか、または
発生し得ないことを意味する。その記載は、事象または状況が発生する場合、および発生
しない場合を含む。
【００４７】
　範囲は、本明細書において、約１つの特定の値から、および／または約別の特定の値ま
でとして表され得る。そのような範囲が表された場合、別の実施形態は、その範囲内の全
ての組み合わせと共に、１つの特定の値から、および／または他の特定の値までであるこ
とが理解されるべきである。
【００４８】
　特許または刊行物が参照される、本出願を通して、これらの参考文献の開示は、これら
の参考文献が本明細書の記載と矛盾する場合を除いて、本発明が属する最新技術をより十
分に記述するために、それら全体が参照により本出願に組み込まれるよう意図される。
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