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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体を重力と略逆向きに流し通過させるように保持された流路と、
　前記流体を加熱する加熱器と、
　前記流路の途中に設けられ、前記加熱器における加熱による加速の影響を緩和し流体の
拡散を促す拡散部と、
　前記加熱器の下流側に設けられ、前記加熱流体の温度を検出する温度検出部と、
　前記加熱器の制御および前記温度検出部からの検出信号の信号処理を行う情報処理装置
とを備え、前記加熱器を前記流路中に配置した流量計測装置において、
　前記拡散部が、前記流路の管径を下流へ向かって縮小するレデューサであり、該レデュ
ーサよりも上流側に前記加熱器を配置するとともに、該レデューサによって狭められた流
路中に前記温度検出部を配置したことを特徴とする流量計測装置。
【請求項２】
　流体を重力と略逆向きに流し通過させるように保持された流路と、
　前記流体を加熱する加熱器と、
　前記流路の途中に設けられ、前記加熱器における加熱による加速の影響を緩和し流体の
拡散を促す拡散部と、
　前記加熱器の下流側に設けられ、前記加熱流体の温度を検出する温度検出部と、
　前記加熱器の制御および前記温度検出部からの検出信号の信号処理を行う情報処理装置
とを備え、前記加熱器を前記流路中に配置した流量計測装置において、
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　前記拡散部が、前記流路の管径を下流へ向かって縮小するレデューサであり、該レデュ
ーサの入り口付近に前記加熱器を配置するとともに、該レデューサによって狭められた流
路中に前記温度検出部を配置したことを特徴とする流量計測装置。
【請求項３】
　流体を重力と略逆向きに流し通過させるように保持された流路と、
　前記流体を加熱する加熱器と、
　前記流路の途中に設けられ、前記加熱器における加熱による加速の影響を緩和し流体の
拡散を促す拡散部と、
　前記加熱器の下流側に設けられ、前記加熱流体の温度を検出する温度検出部と、
　前記加熱器の制御および前記温度検出部からの検出信号の信号処理を行う情報処理装置
とを備え、前記加熱器を前記流路中に配置した流量計測装置において、
　前記拡散部は、少なくとも一つの穴を有するプレートを流れ方向に対し直角に挿入して
なり、
　前記加熱器は、前記プレートよりも上流側に配置されていることを特徴とする流量計測
装置。
【請求項４】
　前記温度検出部は、前記プレートよりも下流側に配置されていることを特徴とする請求
項３記載の流量計測装置。
【請求項５】
　流体を重力と略逆向きに流し通過させるように保持された流路と、
　前記流体を加熱する加熱器と、
　前記流路の途中に設けられ、前記加熱器における加熱による加速の影響を緩和し流体の
拡散を促す拡散部と、
　前記加熱器の下流側に設けられ、前記加熱流体の温度を検出する温度検出部と、
　前記加熱器の制御および前記温度検出部からの検出信号の信号処理を行う情報処理装置
とを備え、前記加熱器を前記流路中に配置した流量計測装置において、
　前記流体を前記加熱器により加熱し、この加熱流体の温度を前記温度検出部により計測
し、この計測温度と加熱前の前記流体の既知の温度から前記情報処理装置により上昇温度
を計算し、流体の上昇温度と流体の流量との関係を示す検量線から前記流体の流量を知る
ようにしたことを特徴とする流量計測装置。
【請求項６】
　前記拡散部が、前記流路の管径を下流へ向かって縮小するレデューサであり、該レデュ
ーサよりも上流側に前記加熱器を配置したことを特徴とする請求項５記載の流量計測装置
。
【請求項７】
　前記レデューサによって狭められた流路中に、前記温度検出部を配置したことを特徴と
する請求項６記載の流量計測装置。
【請求項８】
　流体の流量が0～1ml/minの範囲で、前記検量線を用いるようにしたことを特徴とする請
求項６又は７記載の流量計測装置。
【請求項９】
　前記拡散部は、少なくとも一つの穴を有するプレートを流れ方向に対し直角に挿入して
なり、前記加熱器は、前記プレートよりも上流側に配置されていることを特徴とする請求
項５記載の流量計測装置。
【請求項１０】
　前記加熱器による前記流体の加熱位置は、前記流体の流れ方向に直交する仮想面におい
て、ほぼ中央であることを特徴とする請求項１乃至９何れか１項記載の流量計測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、流量計測装置および流量計測方法に関し、特に極微少流量の計測にも利用可能
な流量計測装置および流量計測方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
流量の計測は工業分野において必要不可欠であり、これまでに数多くの検出方法が考案さ
れている。しかし、半導体の製造及びマイクロ流体関連などで需要のある1 ml/min以下の
微小流量計については、現在、高価で複雑な構造の装置が必要である。　
【０００３】
例えば、微小流量を計測する手段としてレーザドップラ流速計（ＬＤＶ）のような、レー
ザ光を用いたものが挙げられる（例えば特許文献1参照）。しかしながら、こうしたレー
ザ光を用いた計測装置は、高価であり、しかも装置サイズが大きくなりがちであるなどの
問題がある。　
【０００４】
また、安価な微小流量計測手段として、例えば特開昭56-43559号に記載の計測装置が挙げ
られる。特開昭56-43559号に記載の流量計測方法では、上流側で流体を加熱し該加熱流体
を温度マーカーとして、マーカーの移動時間から流速を計測する手段である。無論、流速
が求まれば流路断面積を乗じることで流量が求まるわけであるが、微小流量領域では熱拡
散の影響が大きく、加熱流体がマーカーとしての役目を果たし難いという問題があった。
　
【０００５】
【特許文献１】特許3279116号
【特許文献２】特開昭56-43559号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記従来事情に鑑みてなされたものであり、その課題とする処は、保守の必
要性の少ない、安価で単純、かつ高精度な微小流量計を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題を解決するために本発明に係る流量計測装置は、流体を通過させる流路と、前記
流路を流れる流体を加熱する加熱器と、前記流路の途中に設けられ、前記加熱器における
加熱による加速の影響を緩和し流体の拡散を促す拡散部と、流体の温度を検出する温度検
出部とを備え、前記加熱器は前記流路中または拡散部中に配置されており、前記温度検出
部は前記加熱器の下流側に設けられていることを特徴とする。　
【０００８】
本発明では、ヒータにより加熱された流体が、ヒータ下流に設置されたセンサを通過した
ときの、加熱前と比べた温度上昇量ΔTを測定し、ΔTと流量Qが線形となるという関係を
利用する（本願発明者が導出した後述する関係式に基づく）。さらに、本発明によれば、
装置内にレデューサ等の流体を拡散させる作用を有する機構を設けることで、出力の安定
化、および感度の向上を図ることができる。また、前記加熱器の制御および/または前記
温度検出部からの検出信号の信号処理を行う情報処理装置を備えた構成とすることも可能
である。　
【０００９】
さらに、上記課題を解決するため、本発明に係る流量計測装置では、流路を流れる流体が
重力と略逆向きに通過するように流路が保持されるような構成としてもよい。　これによ
り、上記加熱器によって加熱された流体は主流方向と同一方向に加速される（加熱された
流体はその密度変化によって重力と逆方向に加速される）。この加熱流体の加速を上記拡
散部によって抑制し、十分な熱拡散を促すことで後述のモデルへの適用が可能となり、微
小流量の計測が実現される。　
【００１０】
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また、本発明に係る流量計測装置では、流路を流れる流体が重力と略同一方向に通過する
ように流路が保持されるような構成としてもよい。　これにより、上記加熱器によって加
熱された流体は主流方向と反対方向に加速される。すなわち、これは加熱に基づく流体の
加速方向と主流方向が対向することを意味し、それぞれの流れの衝突によって温度均一化
が促される。このような構成とした場合には、温度拡散部を設けなくとも温度の均一化が
されるため、更に安価に微小流量計を実現することができる。また、条件（例えば、加熱
量や主流速度）によっては加速流と主流の衝突のみでは十分な温度拡散作用が得られない
ため、さらに温度拡散部を設けることで精度向上、感度向上が図られる。　
【００１１】
さらに、上記課題を解決するため、本発明に係る流量計測装置では、前記拡散部が、前記
流路の管径を縮小するレデューサによって構成されるようにしてもよい。　
【００１２】
また、本発明に係る流量計測装置では、前記拡散部が、少なくとも一つの穴を有するプレ
ートが流れ方向に対し直角に挿入してあるように構成してもよい。　
【００１３】
さらに、前記加熱器による前記流体の加熱位置は、前記流体の流れ方向に直交する仮想面
において、ほぼ中央となるように構成することが好ましい。　
【００１４】
さらに、本発明に係る流量計測装置では、流路を流れる流体の流量が1ml /min以下であっ
ても計測が可能である。　
【００１５】
また、本発明の流量計測方法は、加熱による加速の影響を緩和し流体の拡散を促す拡散部
を有する流路を流れる流体の流量を計測する方法であって、前記流体の一部を加熱して加
熱流体とするステップと、前記加熱流体の温度を計測するステップと、前記加熱流体の上
昇温度と前記流体の流量との関係を示す検量線を用いて、前記流体の流量を計測するステ
ップとを備えることを特徴とする。　
【００１６】
また、本発明の流量計測方法は、加熱による加速の影響を緩和し流体の拡散を促す拡散部
を有する流路を流れる流体の流量を計測する方法であって、前記流体の一部を加熱して加
熱流体とし、この加熱流体の上昇温度と前記流体の流量との関係を示す検量線を作成する
ステップと、前記流体の一部を加熱して加熱流体とするステップと、前記加熱流体の温度
を計測するステップと、前記検量線を用いて前記流体の流量を計測するステップとを備え
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
本発明によれば、保守の必要性の少ない、安価で単純な微小流量計を提供することが可能
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
以下、本発明に係る好適な実施の形態を添付図面とともに詳細に説明する。ただし、図面
は模式的なものであり、現実のものとは異なることに留意すべきである。又、図面相互間
においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることはもちろんである。
また、以下に示す実施の形態は、この発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を
例示するものであって、この発明の技術的思想は、各構成部品の配置などを下記のものに
特定するものでない。この発明の技術的思想は、特許請求の範囲において、種々の変更を
加えることができる。
【００１９】
　[第一の実施形態]
　先ず、本発明の第一の実施形態に係る流量計測装置を図1を参照しながら説明する。こ
の実施形態に係る流量計測装置は、流体を通過させる大断面積の上流側流路1と、小断面
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積の下流側流路3と、流路1と流路3の間を連結し、流路1の管径を流路3の管径まで縮小す
るレデューサ2と、流体を加熱する加熱用ヒータ4と、熱電対からなる温度検出部5を主要
な構成要素として備えている。
【００２０】
　流路１は、断面形状が円形であって、かつ、その内部は、流体（液体でも気体でもよい
）を通過させるように形成されている。この実施形態では、流路1は鉛直方向に延長され
ており、これによって、流路１を流れる流体は重力と略逆向きに通過可能になっている。
なお、ここで「略逆向き」とは、方向が180度異なる場合だけでなく、重力方向と逆向き
方向のベクトル成分を有する場合を含むものとする。
【００２１】
　レデューサ2は、加熱用ヒータ4によって加熱された流体を拡散させる（温度を一様化さ
せる）機能を担う。この作用により、本流量計を後述するモデル（流量と上昇温度が線形
関係になる）へ適用することが可能となる。なお、レデューサは流体を拡散させる拡散部
として好ましい一態様である。例えば、内径6mmの流路1にはアクリル管を、その他の部分
も合成樹脂性の部品を用い、流路1、レデューサ2、流路3の各部品同士の接着を、接着剤
によって行うことでレデューサ部を流路の途中に設けることができる。この他にも、例え
ば予めレデューサ部が一体として形成されているような継ぎ目の無い管を用いても良い。
【００２２】
　流路3は、レデューサ2の下流側に設けられている。流路3の内径はレデューサの出口部
分の径と同一であり、その他の構成は上述の流路1と同様である。
【００２３】
　加熱用ヒータ4は、温度検出部5よりも上流側に設けられている。上述のレデューサによ
る拡散作用を考慮すると、この作用を十分得るために加熱用ヒータ4はレデューサの入り
口付近に設けることが好ましい。加熱用ヒータ4は、図2に示されるように、環状に形成さ
れたリング部４aと、リング部４aに接続された導線４bとを備えている。リング部４aは軸
心と流体の流れ方向がほぼ平行となるように設置されている。また、リング部４ａは、流
体の加熱位置が、流体の流れ方向に直交する仮想面においてほぼ中央となるように配置さ
れている。これによって、加熱用ヒータ4は、流体の最大流速点となる位置の近傍に配置
されることになる。
【００２４】
　良く知られているように、直円管内での流体の流れは、レイノルズ数が約2000以下では
、直管入口の流れの状態によらず、図3に示されるようなポアズイユ流れとなる。ポアズ
イユ流れでは、図3に示すように流れ方向にはその流速分布が変わらない、放物形の流速
分布をした層流となる。特に、レイノルズ数Ｒｅの小さい管内流の場合、非常に短い助走
距離Ｌでポアズイユ流れとなることが知られている。助走距離Ｌは次式で得られる。
Ｌ＝0.065Ｒｅ×ｄ
ただし、
Ｒｅ≡Ｕｄ／γ：レイノルズ数
ｄ ： 流路の直径（ ｍ ）
Ｕ ： 管内平均流速（ ｍ ／ ｓ ）
γ ： 流体の動粘性係数（ ｍ ２ ／ ｓ ）
である。
【００２５】
　ポアズイユ流れについては従来からよく知られているため、これ以上は述べないが、本
発明において重要なのは図3に示されるような速度分布となることである。つまり、加熱
用ヒータ４が位置している中央付近において流路1を流れる流体の流速が最大となること
である。これにより、流路の中央付近に設けられた加熱器によって軸対称流であるポアズ
イユ流れを軸対称に加熱することができ、拡散も対称に生じるため、流路全体に温度均一
化を図ることができる。
【００２６】



(6) JP 4947463 B2 2012.6.6

10

20

30

40

50

　加熱用ヒータ4は、パルス電圧発生装置41からの方形波電圧によって時間thの間加熱さ
れる。図4は、加熱用ヒータ4をパルス加熱するために用いた装置の一例である。同装置は
、加熱用ヒータ4、パルス電圧発生装置41、定電圧電源装置42、電流制御用抵抗回路43で
構成される。パルス電圧発生装置は本発明の特徴ではないため詳述はしないが、例えば、
タイマーＩＣを用いた無安定マルチバイブレータ回路を定電圧電源装置42により動作させ
、同回路中の抵抗の大きさを変えることで、パルス通電の間の待機時間t1、パルス通電時
間th調整することができる。また、パルス電圧発生装置41からの出力が一定の場合は、図
4に示した電流制御用抵抗回路43を用いて電流の強さを制御し、加熱用ヒータ4の加熱量を
調整することができる。このようにして、任意の間隔をもって加熱用ヒータ４を通電し、
流体をパルス加熱することができる。なお、定電圧電源を情報処理装置54に繋げることで
、温度計測データの収集のみならず、加熱用ヒータの制御も情報処理装置54によって行わ
せるようにすることができる。
【００２７】
　上記、加熱用ヒータ4によって加熱された加熱流体は、熱拡散をしながら流れに乗って
移動する。そして、その下流側において温度検出部5によって温度計測が行われ、加熱前
と加熱後の上昇温度ΔＴが計測される。
【００２８】
　図5に温度検出部5の装置構成の一例を示す。本例では、安価に本装置を構成するために
、熱電対を用いて温度検出部5を構成している。温度検出部5は、熱電対5、熱電対出力増
幅回路52、ローパスフィルタ回路53、およびＡ/Ｄ変換ボード、データの記憶媒体、デー
タ処理部等（図示せず）を備えた情報処理装置54を主要な構成として備えている。熱電対
の出力は、熱電対出力増幅回路52で拡大し、ローパスフィルタ回路53を介して情報処理装
置54に取り込まれる。
【００２９】
　また、実施態様によっては加熱用ヒータ4と温度検出部5の間の距離Ｌが近接する場合も
想定される。このような場合、絶縁をしていないニクロム線ヒータと、熱電対の測定部位
が近い位置に存在し、ヒータ通電中に、ヒータと熱電対の間に微弱ながら漏れ電流が発生
する。熱電対自体の出力は小さく、増幅装置のゲインは大きいため、漏れ電流は微弱であ
っても、ヒータ通電中およびその直後の装置の出力に大きな影響を及ぼす。特に漏れ電流
の影響は、空気に比して導電率の高い水中において顕著となる。そこで、本実施形態では
漏れ電流の対策として、熱電対測定部位を絶縁テープ51で覆うとともに、パルス通電の通
電中、および待機中に、熱電対の電位を、ニクロム線ヒータの平均の電位に揃える回路55
を設けている。
【００３０】
　次に、本実施形態に係る流量計測装置の動作方法について説明する。先ず、この流量計
測装置において、図1の矢印の方向に流体が流れているとする。そうすると、先ずこの流
体の一部はレデューサの入り口付近に設けられた加熱用ヒータ4によりパルス加熱される
。そして、加熱された流体はレデューサ部において熱拡散をしながら温度が一様化され、
流れに乗って下流側に移動する。
【００３１】
　そして、加熱流体は、ヒータよりも下流側に設けられた温度検出部に到達し、温度計測
が行われる。加熱前の流体の温度は既知であるから、情報処理装置54により上昇温度ΔＴ
が計算され、予め求めておいた検量線（流体の上昇温度ΔＴと流体の流量Ｑとの関係を示
す）から流量を知ることができる。以上のように、本発明に係る流量計測装置は非常にシ
ンプルな構成であるため、安価に製作することができる。単体として本流量計を使用する
ことを前提に製作費用を見積もると、例えば、ヒータ部の製作費（パルス発生回路と定電
圧電源の製作費：～¥2000）、温度センサー部の製作費（熱電対と増幅用アンプ：～¥500
、出力測定用の直流電圧計：～¥2000）を考慮して5000円以内で一台の流量計の製作が可
能となる。
【００３２】
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　次に、流体の上昇温度ΔＴと流体の流量Ｑとの関係を示す検量線の作成方法について説
明する。この検量線は本願発明者が導いた次の関係式に基づくものであることから、先ず
はこの関係式について説明する。以下、流量Ｑと流体の上昇温度ΔTの定性的関係を、流
動系を単純化したモデルをもとに説明する。
【００３３】
　ΔＴの大きさは、ヒータによる加熱量Δqが一定であれば、ヒータによる加熱を開始し
てから、加熱された流体がセンサに到達するまでに熱が伝わる流体の体積の総量Vh（熱は
同体積内に均等に分布するものとする）に反比例する（式（1））。ただし、測定管及び
測定管外への熱の拡散は考えないものとする。ここで、ρは流体の密度を、Cpは定圧比熱
を示す。
【００３４】
【数１】

　ここで、モデルの単純化のため以下の(i)～(iii)を条件とする。
【００３５】
　(i)レデューサのモデルを、同じ体積を持つ直円管のモデルに置き換える（図6参照）。
ここで、同じ体積とは管内平均流速Umの流体が、長さL（ヒータ－センサ間の距離）を通
過するのに要する時間をΔtとしたとき、同じく通過するのにΔtの時間を要する内径の直
円管の長さをL’とし、長さLのレデューサと長さL’の直円管の体積は等しくなるような
関係をいう。例えば、長さLの間に内径が6
mmから3 mmに絞られるレデューサと、長さL’の内径6 mmの直円管を上記の関係に当ては
めると、L’＝7L/12となり、長さLのレデューサ、長さL’の直円管の体積は等しくなる。
以下、測定管はヒータ-センサ間長さがL’の直円管であるとし、この結果は長さLのレデ
ューサのモデルにも適用できるものとする。
　(ii)管断面内は、一様に流速Umである。すなわち、管内の粘性による速度境界層の形成
、および流体の温度上昇に伴って生じる流体の浮力による加速は考慮しないものとする。
　(iii)加熱はヒータ設置断面全体に一様に行われる。実際のヒータは、管の軸方向、断
面方向に有限の幅を持つが、ここでは厚さ0のヒータ設置断面の断面全体に、一様に加熱
を行うヒータを想定する。
【００３６】
　図7は、前述の条件から導いたVhのモデルである。Vhのオーダーはh0、δTに依存し、式
(２)で表される。ここで、h0はヒータ加熱中にヒータ断面を通過する流体の長さ、δTは
ヒータが流体に与えた熱が熱伝導により拡散した長さを示す（図7参照）。
【００３７】

【数２】

　ｈ0は、ヒータ加熱時間tｈ間に、ヒータの設置された断面を流速Umで通過する流体の軸
方向の長さであり、式(3)で与えられる。
【００３８】

【数３】

　δTは加熱流体がセンサに到達した時点での、熱拡散の長さである（図8参照）。加熱さ
れた流体は主流に乗って移動し（図8（a））、加熱流体の移動中に熱伝導によって流れ方
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向への熱拡散が生じ（同図（b））、加熱開始からΔt[s]後に加熱流体はセンサに到達す
る（同図（c））。このときまでに熱拡散が進んだ長さをδTとする。
【００３９】
【数４】

　δTのオーダー評価は、無限静止空間中に置かれた点熱源からの熱拡散の式（4）より、
(5)式で与えられる。なお、時間の代表量には、解析を容易にするため、流速Uｍの流体が
熱源-センサ間L’を移動する時間Δt
(=L’/Um)を用いている。
【００４０】
【数５】

　式(2)にから分かるように、Vhのオーダーは、（h0＋２δT）のオーダーに比例する。ま
た、式（2），（3），（5）からは、Vhのオーダーは、Qが十分に小さい領域ではδTの影
響が支配的に、Qが十分大きな領域ではh0の影響が支配的になることがわかる。すなわち
、Qが十分大きな領域では、その分流速も早くなるため、加熱流体の移動時間Δtが短くな
り、結果としてδTも小さくなる。一方、Qが小さな領域（微小流量領域）では、加熱流体
の移動時間Δtが長くなるため、δTが大きくなる。
【００４１】
　式(1)～(4)より、ΔTのオーダーはUｍの関数となる（式（6））。ここで、a,b,c,a',b'
,c'は定数である。
【００４２】

【数６】

【００４３】
(6)式より、
【数７】

となることが判る。また、
【００４４】
【数８】

となるUmでΔTの極大値が生ずる。
【００４５】
　図9は、(6)式によるQ‐ΔTの関係を示している。図9を見ると、Q－ΔT間の関係は、流
量の小さい領域Aでは右肩上がりの関係、流量の大きい領域Bでは右肩下がりの関係が現わ
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れる。本発明では、領域Aの関係（Q-ΔTの関係が線形に近似できる部分）を利用して検量
線を作成し、微小流量計を実現する。
【００４６】
　上述の如く、微小流量領域だと熱拡散の影響が支配的となるため、加熱流体を温度マー
カーとし、その移動時間から流速を求めるような手法は実現困難となる。一方で、本発明
は熱拡散による温度の一様化作用をも利用して、上記（６）式により表されるモデルを適
用するため、熱拡散の長さδTが支配的となることによる不都合はない。以上が、本発明
の基本原理である。
【００４７】
　では、検量線作成方法について説明する。検量線の作成は、図10に示すような装置を用
いることで行うことができる。図10に示す装置は、図1に示す構成に、一定の流量を発生
させることが可能な装置61（以下、一定流量発生装置）を加えたものである。
【００４８】
　一定流量発生装置61の一例を図11に示す。ここに示す一例では、一定流量の水流の供給
は、注射器内の水を一定速度で押し出す、減速器付きのトラバース装置を用いている。先
ず、外部電源（図示せず）によって減速機付きモータ62を駆動する。そして、モータ62の
駆動により得られた回転はトラバース装置63によって、台座64の直線運動に変換される。
この台座62には、少なくとも一つの注射器が備えられており、台座62の直線運動（矢印66
の方向）に伴なって、注射器65も直線運動を行う。この注射器65の直線運動によって、注
射器のピストンが押され、流体が一定速度で押し出される。さらに、流量の調整は、使用
する注射器の種類、本数により調整することが可能となる。図11では一例として、台座64
に計４本の注射器を図示してある。
【００４９】
　例えば、モータの回転数：60 rev/min、減速器の減速比：12.5 : 1、トラバース装置の
ピッチ：3 mm/revとした場合、14.4 mm/min の直線運動が得られる。そして、注射器に、
樹脂製の医療用注射器1mL用（内径4.5mm)を用いた場合には0.25
mL/min、5mL用（内径13mm）では1.9 mL/min単位での流量調整が可能となる。
【００５０】
　検量線の作成のために、先ず、一定流量発生装置61により発生した既知の流量を流路１
に流す。そして、流体が流路１を流れると、加熱器４の位置においては、図3に示される
ポアズイユ流れとなり、流速は加熱器４が位置する中央付近において最大となる。ついで
、加熱器４によってパルス加熱され、加熱された部分の流体（加熱流体）の密度は、加熱
前よりも小さくなる。すると、周囲の非加熱流体との密度差に基づく浮力により、重力と
反対方向に、加熱部分の流れが加速される。そして、加熱流体は流れに乗って移動し、レ
デューサ部2を通過した後、温度検出部5に到達する。そして、加熱流体は温度検出部にお
いて温度計測が行われる。
【００５１】
　ここで測定したのは、あくまで、加熱流体の温度（この温度から上昇温度ΔＴの計算が
できる）である。したがって、実際の流体の流量Q（または流速） との関係は未知である
。そこで、流量を一定流量発生装置で変化させ、各実験毎に上昇温度を計測し、この実験
結果をプロットすることで、両者の関係を示す検量線を得ることができる。
【００５２】
　例えば、図12に示すような実験結果が得られる。図中、上側のグラフがレデューサの無
い通常の円管、下側のグラフがレデューサ付きの管の場合の実験結果を示す。なお、図中
同一の流量において複数の実験結果があるが、この実験結果のばらつきは、管の内径やヒ
ータ形状等の設計変更により全体を最適化することで無くすことが可能である。これによ
り、さらに計測精度の向上を図ることができる。実験条件は下記の通りである。
【００５３】
　（a）レデューサ付き管
・流路1の内径:6mm
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・流路2の内径:3mm
・レデューサ部の長さL:18mm
・加熱用ヒータ素材：ニクロム線（素線径0.12mm）
・ヒータ部分の直径D=0.5mm、流れ方向の長さ:3mm
・ヒータ電力:1.7W
（加熱時間th＝1.8s,加熱量Δq=3J）
・流量：0.00～1.95(mL/min)
・水温：19℃
（b）直円管
・管内径：6mm
・L'：10.5
mm
・水温：18℃
　図12の(a)レデューサ付き管のグラフから判るように、流量Ｑが0～1(ml/min)の範囲に
おいて、Q－ΔＴの関係は線形関係（一次関数で表される関係）となっている（図中破線
参照）。これは、図9に示した解析的結果の領域Aとよく一致している。これを検量線とす
ることによって、上昇温度ΔTから、実際の流体の流量を、正確に測定することができる
。仮に、加熱流速と流体流量との関係が複雑な非線形であった場合、検量線を作成したと
しても、精度は悪くなる。すなわち、有限である実験結果から精度の良い補間を行うこと
が困難となる。これに対し、両者の関係が線形であれば、検量線作成時での測定点の間に
おける値を精度良く補間することができる。また、図12に示す実験結果からは、本発明に
よれば1(ml/min)以下の微小な流量であっても計測が可能であることが判る。
【００５４】
　一方、比較例として示した(b)円管の場合のグラフは、(a)レデューサ付き管の場合に比
して、感度（流量変化に対する温度上昇の量）が低い。また、0～約0.5(ml/min)の間では
線形関係が得られていない。これは、レデューサがないため、浮力による加熱流体の加速
が支配的となり、熱拡散が十分に進行する前に加熱流体がセンサに到達してしまうためで
ある。すなわち、温度が一様化されないために、上述の条件（iii）に当てはまらず、式
（6）に示す単純化したモデルに適用ができなくなっているからだと考えられる。これは
、実際には部分的な加熱でありながら、レデューサの導入効果により管内の温度場、速度
場の拡散が進み、断面全体を一様に加熱するという条件（iii）への適用が可能となるこ
とを示している。レデューサを導入することで、感度が向上し計測精度が高まるとともに
、より広い流量範囲で線形関係が得られるため計測範囲が広くなるという利点がある。
【００５５】
　このことは、図13に示す実験結果からも理解できる。図13に示すグラフは、温度検出部
における温度計測結果（Ｑ＝0.5ml/minの場合）である。なお、図中、横軸が時間で1目盛
り10
s、縦軸が温度であり1目盛り1 Kである。また図中、矢印で示す位置において加熱流体が
到達したことを意味する。ここでは流体の温度のピーク値をもって加熱流体がセンサに到
達したとみなす。ただし、レデューサ付き管の場合には、熱拡散によって明確なピーク値
を読み取れないため、温度がほぼ一定になったときの温度を用いる。このように、直円管
の場合と異なりピーク値が現れる時間が長いため、ピーク値の計測が容易となり実験結果
の再現性が高まるという利点がある。さらに、本発明は流量計測を行うために、流体が加
熱されてからセンサに到達するまでの時間を要しないため、時間を計測するための機構を
設ける必要がない。
【００５６】
　通常の円管の場合は、図13(b)に示すように、加熱が開始されてから加熱された流体が
センサに到達する時間ΔtBが、主流流速がヒータ－センサ間を移動する時間と比べ、大幅
に短いことが見てとれる。加熱が行われない場合には流体は加熱器と温度検出センサの間
を35秒で通過するのに対し、レデューサの無い(b)直円管の場合は3.7秒で加熱流体が到達
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している。一方、(a)レデューサ付き管の場合には(b)直円管の場合よりも約7秒加熱流体
の到達が遅れており、レデューサによって加速の影響が抑制されていること判る。
【００５７】
　また、(b)直円管の場合には短時間の内に明確な温度ピークが現れるのに対し、(a)レデ
ューサ付き管の場合には、ほぼ同一の温度が長時間にわたって計測されている。これは、
レデューサの導入によって加熱流体が温度検出部に到達するまでの時間が長くなったため
、熱拡散の長さδTが大きくなり、十分に温度均一化が図られていることを示している。
【００５８】
　また、図13に示す実験結果（Ｑ＝0.50ml/minの場合）と図14に示す実験結果（Ｑ＝0.25
ml/minの場合）を比較すればわかるように、通常の直円管の場合には、ΔtBの値は、Qの
大きさが変化してもそれ程変化しない。このことより、直円管の場合において、加熱流体
の流速では、加熱前の主流流速よりも、浮力による加速が支配的となっていることがわか
る。直円管では、加熱により生ずる浮力により、加熱流体の流速が、加熱前の流速の大小
に関わらず一定に近くなってしまうことが、感度低下の原因と考えられる。さらに、両実
験結果を比較すると、流量Ｑが小さい（平均流速Umが小さい）程、加熱流体の加速がレデ
ューサによって抑制されているのが判る。とくに、Umが小さい場合（Um～0mm/s）の流れ
は、加熱流体の加速がレデューサにより抑制される。このため、温度拡散に十分な時間が
とれるので、流体温度の均一化が促進される。この結果、レデューサ付き管の場合にはUm
の小さい範囲を含めて一様な流体の温度上昇ΔTとUmの間に、線形な関係が得られたもの
と考えられる。
【００５９】
　また、式（6）からも分かるように温度上昇量ΔＴはUmの減少とともに減少する。この
現象は、レデューサのない場合には浮力による加速が支配的となるため、十分な拡散時間
がとれず不均一な温度分布になるのに対し、レデューサがある場合には加速が抑制され十
分拡散がされるためである。さらにレデューサのない場合には温度拡散のための十分な時
間がとれないため、レデューサをつけた場合に比べて、管中央に設置した温度センサーは
高いΔＴを示し、ΔＴとUmの間には、線形な関係が成り立たなくなるのである。
【００６０】
　この実験結果からもレデューサを設けたことによる拡散作用の有用性が判る。加熱流体
の移動は、流体の質量移送および、流体内の熱拡散による熱伝導により行われるが、流速
の小さな系では、熱伝導の影響により、主流到達前にセンサ位置で温度上昇が観測される
。したがって、レデューサは加熱による加速の効果を緩和し熱拡散を促し感度を向上させ
ているのである。
【００６１】
　また、本例のように、微少流量を計測対象としたときには、流体の流速は小さくなる。
よって、レイノルズ数Ｒｅも小さくなるため、流体の助走距離が短くとも、ポアズイユ流
れが形成される。したがって、本発明に係る流量計測装置または流量計測方法によれば、
流体の助走距離（加熱用ヒータまでの直円管部分）を短くできるので、装置を小型化する
ことができるという利点がある。
【００６２】
　さらに、図12に示す実験結果からも判るように、本発明によれば、流量がゼロ付近にな
っても流量を計測できるため、例えば、極微少量が漏れ続けるようなガス漏れを正確に検
知することも可能となる。すなわち、本発明に係る流量計測装置または流量計測方法はガ
ス漏れ探知機にも適用が可能である。
【００６３】
　また、本実施形態では、前記のような計測方法となっているため、パルス加熱の時間間
隔Δthを短くすることにより、非定常な微少流量の流速を実質的に連続的に（つまり短い
時間間隔で）測定することもできる。
【００６４】
　さらに、本実施形態では、流体の横断面におけるほぼ中央において流体を加熱している
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ので、加熱流体と管壁との間における熱の交換を低く抑えることができる。仮に、加熱流
体の温度が、流体と管壁との熱交換によって影響されると、上述の単純化したモデルへの
適用が困難となり測定精度が劣化するおそれがある。しかしながら、本実施形態によれば
、流体の横断面におけるほぼ中央において流体を加熱していることから、加熱量のほぼ全
てが流体に与えられ、管壁との熱交換による測定精度の劣化を低く抑えることができる。
【００６５】
　ただし、加熱器４の位置は流路１の中央近傍に限らず、管壁との熱交換による影響を受
けない範囲であれば、半径方向にずらして配置することも可能である。仮に加熱用ヒータ
が中央近傍に配置されていない場合であっても、本発明においては温度拡散が十分に行わ
れた後に温度計測が行われるため、温度検出部と加熱用ヒータの配置位置が仮想平面内に
おいて多少ずれていても、測定精度が落ちるおそれはない。ただし、ヒータの下流側に設
けたレデューサによって温度を一様化することを考慮すると、軸対称流であるポアズイユ
流れを軸対称に加熱した方が拡散も対称に生じるため、ヒータは流路の中央付近に設けら
れることが好ましい。
【００６６】
　また、流体を加熱し、この加熱流体の移動時間から流速を求める装置においては、計測
される流速が過度に遅い場合に、温度検出が行われる前に熱が拡散し、計測が不正確にな
るおそれがある。すなわち、このような場合には加熱流体がマーカーとしての役目を果た
し難いのである。しかし、本発明は熱拡散の影響をも考慮した原理であるため、熱拡散の
影響を受けることなく、計測を正確に行うことが可能となる。
【００６７】
　また、本実施形態ではリング状の加熱器を流路の中央付近に配置したが、他例としては
流れに直交する仮想面内全体に格子状の導線を配置することでほぼ一様に流体を加熱する
ことも可能となる。
【００６８】
　[第2の実施形態]
　次に、第二の実施形態について図15を参照して説明する。この実施形態に係る流量計測
装置は、流体が重力と略同一方向に通過するように保持された流路71と、流体を加熱する
加熱用ヒータ72と、熱電対からなる温度検出部73を主要な構成要素として備えている。こ
の実施形態は、第一の実施形態と異なり、流路を流れる流体が重力と略同一方向に通過す
るように保持されている。ここで「略同一方向」とは、方向が全く同一の場合だけでなく
、重力と同一方向のベクトル成分を有する場合を含むことを意味する。流路71、加熱用ヒ
ータ72、および温度検出部73は、上記流路1、加熱用ヒータ4、温度検出部5と同一構成で
あるため、ここでは詳述しない。
【００６９】
　上述の通り、加熱用ヒータによって加熱された部分の流体（加熱流体）の密度は、加熱
前よりも小さくなる。すると、周囲の非加熱流体との密度差に基づく浮力により、重力と
反対方向に、加熱部分の流れが加速される。本実施形態においては、流体が重力と同一方
向に流れるように流路が保持されているため、加熱により加速される流体の加速方向と主
流の方向が異なる。したがって、加熱流体は主流に逆らって加速しようとするため、主流
と加速流が衝突し、レデューサ等の拡散部を設けなくとも、よい拡散作用が得られる。す
なわち、重力と同一方向に流れる強制流が、加熱に基づく上向きの浮力流により不安定化
されることにより、対流混合による拡散作用が生じ加熱流体の温度は一様化される。
【００７０】
　加熱量一定（グラスホフ数（Gr数）と呼ばれる自然対流の大きさを表す無次元数が一定
）で、流量を変えた（レイノルズ数（Re数）と呼ばれる強制流の大きさを表す無次元数を
変える）場合に、両者の無次元数の比であるGr/Re2の値（自然対流と強制流の相対的な大
きさを表す）により、さまざまな流動パターンが生ずる。例えば、Gr/Re2の値が1付近と
なるように設計すれば、加熱による浮力と主流の慣性力の影響がほぼ同一となり、よい混
合効果が得られると考えられるため、そのような値にすることが好ましい。
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【００７１】
　検量線作成は、第一の実施形態の場合と同様に、任意の流量と上昇温度の関係をプロッ
トすればよい。この検量線における線形関係を利用すれば、上昇温度ΔTを計測するだけ
で正確な流量Ｑを知ることができる。
【００７２】
　[第3の実施形態]
　次に、第三の実施形態について図16を参照して説明する。この実施形態に係る流量計測
装置は、流体が重力と略逆方向に通過するように保持された流路81と、流体を加熱する加
熱用ヒータ82と、加熱用ヒータ82
の下流側に配置された少なくとも一つの穴を有するプレート83と、熱電対からなる温度検
出部84を主要な構成要素として備えている。この実施形態では、上記プレート83が加熱に
よる加速の影響を抑制するとともに流体を拡散させる作用を担う。
【００７３】
　ここで、「略逆方向」とは第一の実施形態の場合と同義である。また、その他の流路、
加熱用ヒータ、温度検出部も他の実施形態の場合と同様である。
【００７４】
　プレート83は、“複数の穴が開いているプレート”や“中央付近に一つの穴が開いてい
るプレート（オリフィスプレートと呼ばれる）”である。このプレート83は、ヒータの下
流側に設けられ、円管の流れ方向に対し直角に挿入される。プレート83を設けることによ
り、流体の混合、拡散を促進され、上記の単純化したモデルへの適用が可能となる。図16
に示す実施形態では、一例として、中央に一つの穴が開いたプレートを設けてある。
【００７５】
　検量線作成は、第一の実施形態の場合と同様に、任意の流量と上昇温度の関係をプロッ
トすればよい。この検量線における線形関係を利用すれば、上昇温度ΔTを計測するだけ
で正確な流量Ｑを知ることができる。
【００７６】
　また、本実施形態においては、流体が重力とほぼ逆向きに通過するように流路を保持し
たが、第二の実施形態の場合のように重力と同一方向に通過するようなケースでも、付加
的にヒータの下流側に穴の開いたプレート設けることで混合を促進させることが可能とな
るため有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の基本構成を説明する図である。（第一の実施形態）
【図２】図1におけるＡ方向拡大矢視図である。
【図３】ポアズイユ流れを説明するための図である。
【図４】加熱用ヒータの構成を説明する図である。
【図５】温度検出部の構成を説明する図である。
【図６】本発明の基本原理を説明するための図である。
【図７】本発明の基本原理を説明するための図である。
【図８】加熱流体の挙動を説明するための図である。
【図９】流量と上昇温度の関係を説明する図である。
【図１０】検量線作成のための装置の基本構成を説明する図である。
【図１１】一定流量発生装置の構成を説明する図である。
【図１２】検量線の一例を示すグラフである。
【図１３】加熱流体が温度検出部に到達するまでの時間を示すグラフである。
【図１４】加熱流体が温度検出部に到達するまでの時間を示すグラフである。
【図１５】本発明の基本構成を説明する図である。（第二の実施形態）
【図１６】本発明の基本構成を説明する図である。（第三の実施形態）
【符号の説明】
【００７８】
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　１,３,７１,８１・・・流路
　２・・・レデューサ
　４,７２,８２・・・加熱用ヒータ
　５,７３,８４・・・熱電対
　４a・・・リング部
　４b・・・導線
　４１・・・パルス電圧発生装置
　４２・・・定電圧電源
　４３・・・電流調整用抵抗回路
　５１・・・絶縁テープ
　５２・・・熱電対用増幅回路
　５３・・・ＬＰフィルタ回路
　５４・・・情報処理装置
　５５・・・漏れ電流対策回路
　６１・・・一定流量発生装置
　６２・・・減速機付きモータ
　６３・・・トラバース装置
　６４・・・注射器用台座
　６５・・・注射器
　８３・・・穴あきプレート

【図１】
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【図８】

【図９】
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【図１３】
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