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(57)【要約】
【課題】
光を用いて精度良く流量を測定する方法を提供する。
【解決手段】
まず、加熱部２により、流路１内を流れる流体を加熱
する。ついで、加熱位置の下流側において、第１検出部
３の発光部３１から流体に対して光を照射する。流体を
透過した光を、受光部３２で受光する。ついで、受光し
た光の吸光度スペクトルの変化を検出する。この変化に
基づいて、加熱流体の到着時間を知ることができる。さ
らに、第２検出部４により、同様の動作に基づいて、加
熱流体の到着時間を検出する。第１・第２検出部３・４
で検出された、加熱流体の到着時間に基づいて、加熱流
体の流速または流量を精度良く測定することができる。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
次のステップを含むことを特徴とする流量測定方法：
（１）流路内を流れる流体を加熱または冷却するステップ；
（２）前記流体を加熱または冷却した位置よりも下流側において、前記流体に対して光を
照射するステップ；
（３）前記流体における前記光の吸光度スペクトルを検出するステップ；
（４）前記吸光度スペクトルに基づいて、前記加熱または冷却された流体の到着時点を検
出することにより、前記流体の流量を検出するステップ。
【請求項２】
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次のステップを含むことを特徴とする流量測定方法：
（１）流路内を流れる流体を加熱または冷却するステップ；
（２）前記流体を加熱または冷却した位置よりも下流側において、前記流体に対して複数
の位置で光を照射するステップ；
（３）前記複数の位置において、前記流体における前記光の吸光度スペクトルを検出する
ステップ；
（４）前記複数の位置における、前記吸光度スペクトルに基づいて、前記加熱または冷却
された流体が前記複数の位置を通過する時間を求め、この時間に基づいて前記流体の流量
を検出するステップ。
【請求項３】
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前記吸光度スペクトルの検出とは、前記吸光度スペクトルにおけるピーク位置の検出で
あることを特徴とする請求項１または２に記載の流量測定方法。
【請求項４】
前記吸光度スペクトルの検出は、特定の波長帯域または波長において行われることを特
徴とする請求項１または２に記載の流量測定方法。
【請求項５】
前記特定の波長帯域とは、１４００〜１５００ｎｍであることを特徴とする請求項４記
載の流量測定方法。
【請求項６】
前記特定の波長帯域とは、１４１４ｎｍまたは１４６３ｎｍ付近の帯域であることを特
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徴とする請求項４記載の流量測定方法。
【請求項７】
前記流体の加熱は、透過光強度が入射光強度の約８０％以下となる波長を有する光によ
って行われることを特徴とする請求項１〜６のいずれか１項記載の流量測定方法。
【請求項８】
流路と、温度変化部と、検出部とを備えており、前記流路は、その内部における流体の
移動を許容するものであり、前記温度変化部は、前記流路内を流れる流体を加熱または冷
却するものであり、前記検出部は、前記流体の流れ方向において、前記温度変化部よりも
下流側に配置されており、さらに、前記検出部は、発光部と受光部と解析部とを備えてお
り、前記受光部は、前記発光部において発せられ、かつ、前記流体を通過または拡散反射
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した光を受光するものであり、前記解析部は、前記受光部で受光した光の吸光度スペクト
ルに基づいて、前記加熱または冷却された流体の到着時点を解析するものであることを特
徴とする流量測定装置。
【請求項９】
前記検出部は、複数とされており、前記複数の検出部は、前記流体の流れ方向において
離間していることを特徴とする請求項８記載の流量測定装置。
【請求項１０】
前記温度変化部は、複数の方向から前記流体に光を照射することによって前記流体を加
熱する構成となっていることを特徴とする請求項８または９記載の流量測定装置。
【請求項１１】

50

(3)

JP 2004‑271523 A 2004.9.30

前記温度変化部は、発光部とミラーとを備え、前記発光部は、前記流体に向けて、前記
流体を加熱できる波長を有する光を照射するものであり、前記ミラーは、前記流体を通過
した、前記発光部からの光を、前記流体に向けて戻す位置に配置されていることを特徴と
する請求項８〜１０のいずれか１項記載の流量測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、流体の流量を測定する方法およびそれに用いる装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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流量測定方法として、下記特許文献１記載のものがある。この技術は、光によって流体
を加熱し、さらに、加熱された流体の到着を光によって検出するものである。この技術に
よれば、流体の汚染がなく、さらに、加熱手段を流体内に装備する必要がないという利点
がある。
【０００３】
しかしながら、この技術では、加熱流体の検出を、加熱流体における屈折率の変化また
は泡の発生に基づく受光量の変化により行っている。
【０００４】
屈折率の変化による受光量の変化は一般に非常に小さい。このため、これを用いた検出
では精度を上げることが難しい。加熱量を大きくすれば精度向上が可能であるが、大幅な
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加熱ができない流体も存在する。また、加熱量の増大は設備コストや運転コストの増加に
つながる。
【０００５】
さらに、流体内で泡を発生させる方法は、泡を発生させることが不適切な流体には適用
できないという問題がある。また、泡を発生させるほどの加熱量は、一般にかなり大きな
ものとなってしまうという問題もある。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２−１４８０８９公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
本発明は、前記の事情に鑑みてなされたものである。本発明の目的は、光を用いて精度
良く流量を測定する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明に係る流量測定方法は、次のステップを含んでいる。
（１）流路内を流れる流体を加熱または冷却するステップ；
（２）前記流体を加熱または冷却した位置よりも下流側において、前記流体に対して光を
照射するステップ；
（３）前記流体における前記光の吸光度スペクトルを検出するステップ；および
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（４）前記吸光度スペクトルに基づいて、前記加熱または冷却された流体の到着時点を検
出することにより、前記流体の流量を検出するステップ。
【０００９】
本発明に係る流量測定方法は、次のステップを含む構成であっても良い。
（１）流路内を流れる流体を加熱または冷却するステップ；
（２）前記流体を加熱または冷却した位置よりも下流側において、前記流体に対して複数
の位置で光を照射するステップ；
（３）前記複数の位置において、前記流体における前記光の吸光度スペクトルを検出する
ステップ；および
（４）前記複数の位置における、前記吸光度スペクトルに基づいて、前記加熱または冷却

50

(4)

JP 2004‑271523 A 2004.9.30

された流体が前記複数の位置を通過する時間を求め、この時間に基づいて前記流体の流量
を検出するステップ。
【００１０】
前記吸光度スペクトルの検出とは、例えば、前記吸光度スペクトルにおけるピーク位置
の検出である。
【００１１】
また、前記吸光度スペクトルの検出を、特定の波長帯域または波長において行うことが
できる。この、特定の波長帯域とは、例えば１４００〜１５００ｎｍである。さらに、特
定の波長帯域とは、例えば、１４１４ｎｍまたは１４６３ｎｍ付近の帯域であってもよい
。
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【００１２】
前記流体の加熱を、透過光強度が入射光強度の約８０％以下となる波長を有する光によ
って行うことができる。
【００１３】
本発明に係る流量測定装置は、流路と、温度変化部と、検出部とを備えている。前記流
路は、その内部における流体の移動を許容するものである。前記温度変化部は、前記流路
内を流れる流体を加熱または冷却するものである。前記検出部は、前記流体の流れ方向に
おいて、前記温度変化部よりも下流側に配置されている。さらに、前記検出部は、発光部
と受光部と解析部とを備えている。前記受光部は、前記発光部において発せられ、かつ、
前記流体を通過または拡散反射した光を受光するものである。前記解析部は、前記受光部
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で受光した光の吸光度スペクトルに基づいて、前記加熱または冷却された流体の到着時点
を解析するものである。
【００１４】
前記検出部は、複数であってもよい。複数の検出部は、例えば、前記流体の流れ方向に
おいて離間している。
【００１５】
前記温度変化部は、複数の方向から前記流体に光を照射することによって前記流体を加
熱する構成であってもよい。
【００１６】
前記温度変化部は、発光部とミラーとを備えることができる。この場合、前記発光部は
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、前記流体に向けて、前記流体を加熱できる波長を有する光を照射するものである。さら
に、前記ミラーは、前記流体を通過した、前記発光部からの光を、前記流体に向けて戻す
位置に配置される。
【発明の効果】
【００１７】
本発明によれば、光を用いて精度良く流量を測定する方法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】
本発明の第１実施形態に係る流量測定方法を説明する。まず、この方法に用いる測定装
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置を添付の図面を参照しながら説明する。この測定装置は、流路１と、加熱部（温度変化
部に相当）２と、第１検出部３と、第２検出部４と、制御部５とを主体として備えている
（図１Ａ参照）。
【００１９】
流路１は、その内部における流体の移動を許容するものである。流路１としては、例え
ば、配管である。流体としては、例えば液体や気体である。液体としては、例えば水を主
成分とする液体である。この実施形態では、液体として水を用いた例を説明する。流体と
しては、光による加熱が可能であり、かつ、加熱により吸光度スペクトルが変動するもの
を用いることができる。この実施形態では、流体は、流路１を図１Ａ中左から右へ流れる
と仮定する。
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【００２０】
加熱部２は、流路１の内部を流れる流体を加熱するものである。具体的には、加熱部２
は、発光素子を備えている。発光素子としては、この実施形態ではレーザ素子を用いてい
る。レーザ素子としては、パルス光を発するものでも、ＣＷ光を発するものでもよい。ま
た、発光素子としては、レーザ素子に限らず、ＬＥＤなど、流体を加熱する光を発するも
のであればよい。加熱部２は、この実施形態では、１２００ｎｍの波長を有する光を流体
に照射するようになっている。
【００２１】
第１検出部３は、流体の流れ方向において、加熱部２よりも下流側に配置されている（
図１Ａ参照）。第１検出部３は、発光部３１と受光部３２と解析部３３とを備えている。
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発光部３１は、発光素子としてのレーザ素子を備えている。レーザ素子としては、パルス
光を発するものでも、ＣＷ光を発するものでもよい。
【００２２】
また、発光部３１は、特定の波長帯域、例えば１４００〜１５００ｎｍ（より具体的に
は１４１４ｎｍおよび１４６３ｎｍ）の波長を有する光を発光できるようになっている。
そのような発光部３１は、異なる発振波長を有するレーザ素子を並列に設置することによ
って容易に構成することができる。発光部３１においては、二つの波長の光を交互に発生
させる。
【００２３】
あるいは、発光部３１としては、より広い波長帯域（例えば１２００〜１６００ｎｍ）
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を有する光源（例えばハロゲンランプや白色レーザ）を用いても良い。
【００２４】
受光部３２は、発光部３１において発せられ、かつ、流体を通過した光を受光するもの
である。受光部３２は、流路１を挟んで、発光部３１に対向して配置されている。受光部
３２は、例えば一つのフォトダイオード（図示せず）を用いることによって構成すること
ができる。
【００２５】
あるいは、発光部３１として広い波長帯域を有する光源を用いた場合には、図１Ｂに示
されるように、受光部３２を、分光器３２１と光検出器３２２とから構成しても良い。光
検出器３２２とは、例えば、波長スキャン型検出器や、ある波長範囲を同時に測定できる
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リニアセンサーである。
【００２６】
解析部３３は、受光部３２で受光した光の吸光度スペクトルに基づいて、加熱された流
体の到着時点を解析するものである。詳しい解析手順は後述する。解析部３３は、後述す
る制御部５と共に、コンピュータ６によって実装されている。
【００２７】
第２検出部４は、発光部４１と受光部４２と解析部とを備えている。発光部４１および
受光部４２は、前記した第１検出部３における発光部３１および受光部３２と同様なので
、詳しい説明を省略する。さらに、第２検出部４における解析部は、この実施形態では、
前記した第１検出部３における解析部３３と共用となっている。

40

【００２８】
制御部５は、加熱部２、第１検出部３および第２検出部４の動作を制御するものである
。これら各部の動作の詳細は後述する。制御部５は、解析部３３と同様に、コンピュータ
６によって実装されている。コンピュータ６は、加熱部２、発光部３１・４１、受光部３
２・４２に接続されており、これらに対して制御を行い、また、これらからの出力があれ
ば受け取ることができるようになっている。
【００２９】
つぎに、前記のように構成された測定装置を用いた流量測定方法を説明する。なお、こ
の明細書においては、流量測定とは、流速測定を含めた意味で用いる。流量は、流速と流
路の断面積（既知）とから導くことができるからである。
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【００３０】
まず、流路１の内部に流体を流しておく。ついで、加熱部２により、流路内を流れる流
体を加熱する。この実施形態では、波長１２００ｎｍのレーザ光を流体に照射することに
よって流体を加熱する。水の吸収係数は、１４５０ｎｍ付近で最大となる。この実施形態
では、流体の加熱を、流体の吸光度スペクトルにおける吸収係数が小さい波長を有する光
で行っている。そのような光とは、例えば、透過光強度が入射光強度の約８０％以下とな
る波長を有する光である。より好ましくは、透過光強度は、入射光強度の３０％〜５０％
である。用いる光の波長としては、管壁近傍の温度を急激に上昇させないものであること
が好ましい。もし、吸収係数が大きいと、流路の管壁近傍の温度が大きく上昇し、流路の
中央付近での温度上昇が小さい。すると、管壁からの熱伝達により流体の温度低下を生じ
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やすく、加熱部分の測定の精度が劣化しやすいという問題がある。
【００３１】
本実施形態では、吸収係数が比較的に小さい波長（具体的には１２００ｎｍ）の光を加
熱に用いているので、流路の周辺から中央にかけての温度勾配をなだらかにすることがで
きる。このため、この測定方法によれば、第１・第２検出部３・４による加熱部分（加熱
流体）の検出（後述）を精度良く行うことができるという利点がある。加熱された流体は
、流路１の下流側に流れる。加熱時期や光の照射出力の制御は、制御部５により行われる
。
【００３２】
ついで、第１検出部３の発光部３１から流体に向けてレーザ光を照射する。このとき、

20

二つの波長の光を交互に照射する。流体を透過した光は、受光部３２により受光される。
受光部３２では、二つの波長の光を交互に受光する。発光部３１における発光の間隔や長
さは既知なので、受光部３２におけるフォトダイオードが一つであっても、どちらの波長
の光に対する出力であるかを判別することができる。
【００３３】
あるいは、受光部３２として分光器３２１と光検出器３２２を用いた場合には、光検出
器３２２によって、広い波長範囲でのスペクトルを取得できる。
【００３４】
受光部３２の出力は、解析部３３により解析される。解析部３３は、受光部３２で受光
された光のスペクトル変化を検出する。つまり、解析部３３は、流体を加熱した位置より
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も下流側の位置において、流体における光の吸光度スペクトルの変化を検出する。この検
出の原理を以下に詳細に説明する。
【００３５】
流体（この実施形態では水）による光の吸光度スペクトルのピークは、図３に示される
ように、流体（水）温度が高くなるほど短波長側に移動する。つまり、吸光度スペクトル
は、流体温度の変化に伴って変化する。したがって、吸光度スペクトルの時間変化を記録
することにより、加熱流体の到来時点を決定することができる。吸光度スペクトルがどの
程度移動した時点を到来時とするかは、例えば予め実験的に設定した検量線により行うこ
とができる。
【００３６】
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さらに、吸光度スペクトルの差分値は、波長１４１４ｎｍでは温度と共に上昇し、波長
１４６３ｎｍでは温度と共に減少する（図３参照）。したがって、これらの波長における
出力を検出し、その差分を取ることにより、加熱部位の到着を精度良く測定することがで
きる。本実施形態では、解析部３３により、出力の差分（直前の時点との差分）を、二つ
の波長においてそれぞれ検出することができる。ただし、一方の波長における差分のみを
検出に用いることも可能である。
【００３７】
この実施形態では、解析部３３は、出力の差分がしきい値（これは例えば実験的に求め
ておくことができる）に到達したか、あるいはしきい値を超えた時点を、加熱流体の到着
時点と判断することができる。ただし、差分を取るのではなく、吸光度スペクトルのピー
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ク波長の移動を直接検出することによって加熱流体の到来を検出することも可能である。
【００３８】
このように、本実施形態の方法によれば、流体の吸光度に基づいて加熱流体の到来を検
出することができる。
【００３９】
さらに、この実施形態では、第２検出部４の発光部４１からも、流体に向けてレーザ光
を照射する。この光は、受光部４２により受光され、解析部３３により解析される。これ
らの動作は第１検出部３と同様なので、説明を省略する。第２検出部４により、第１検出
部３から離間した位置における、加熱流体の到来時点を検出することができる。
【００４０】

10

流体の流速ｖは、以下のように算出できる。
ｖ＝Ｌ／（ｔ２ −ｔ１ ）

（１）

ただし、
Ｌ：第１検出部３から第２検出部４までの距離（既知）、
ｔ１ ：第１検出部で検出された、加熱流体の到着時間、
ｔ２ ：第２検出部で検出された、加熱流体の到着時間、
である。
流量は、流路の断面積（既知）と、算出された流速とから算出することができる。
【００４１】
また、前記した従来の特許文献１に記載した技術のように、流体の屈折率変化を用いた
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検出方法では、流体の温度が流路断面内で一様ではないことが条件となる。さらに、絶対
的な温度を計測することはできない。これに対して、本実施形態の方法によれば、流体温
度が流路断面内で一様であっても加熱流体の到来を検出することができる。また、本実施
形態の方法では、検出された吸光度スペクトルに基づいて、絶対的な温度変化も検出する
ことができるという利点がある。
【００４２】
さらに、前記した従来の特許文献１の技術では、測定精度の向上が難しいという問題が
ある。これに対して、本実施形態の方法によれば、スペクトルの変動に基づいて温度変化
を検出できるので、例えば０．１℃刻みでの温度変化を検出することも可能である。した
がって、本実施形態によれば、流体の加熱量は僅かで済み、流体の温度変化に伴う流量自
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体への影響を減少させることもできる。さらには、大幅な加熱ができない流体の流量計測
も可能となる。また、微少温度変化を測定できることからも、流量の測定精度を向上させ
ることができる。
【００４３】
なお、本実施形態では、第１検出部３と第２検出部４とを用いる構成としたが、第１検
出部２のみを用いる構成としてもよい。この場合には、前記した式（１）において
ｔ１ ：加熱部による流体の加熱時点、
ｔ２ ：第１検出部で検出された、加熱流体の到着時間、
と読み替えればよい。もちろん、この場合には、流体へ加熱した時点を記録しておく必要
がある。
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【００４４】
また、本実施形態では、加熱部２において用いる波長を１２００ｎｍとしたが、これに
限るものではなく、流路の径、流速、流体の種類等の条件に対応して選択することができ
る。
【００４５】
さらに、本実施形態では、発光部３１から二つの波長のレーザ光を交互に発生させる構
成としたが、これらを同時に発生させる構成としても良い。この場合には、受光部３２に
おいて、それぞれのレーザ光を別々に受光する二つのフォトダイオードを備えることが好
ましい。
【００４６】
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さらに、前記実施形態では、流量を測定するものとしたが、流速を測定することも当然
に可能である。また、前記実施形態において、加熱部２、発光部３１または発光部４２を
構成するレーザを流路１の内部に配置しても良い。このようにすると、幅の大きい流路１
についても本実施形態の方法を適用することが容易となる。
【００４７】
また、加熱部２から照射する光としては、流体を加熱できるものであればどのような波
長でもよい。さらに、発光部３１および４２から発せられる光としては、流体の温度によ
り吸光度スペクトルが変化する光であればどのような波長でもよい。また、この実施形態
では、光にはミリ波の電磁波を含むものとする。
【００４８】

10

また、前記実施形態では、流体を透過した光の吸光度スペクトルに基づいて加熱流体の
到来を判断している。しかし、これに限らず、流体で拡散反射した光の吸光度スペクトル
に基づいて対象物の温度を計測することも、同様の方法により可能である。図４（ａ）お
よび（ｂ）に、拡散反射の場合における吸光度スペクトルと温度との関係を示す。これら
の図から、対象物の温度によって吸光度（あるいは吸光度スペクトル）が変化しているこ
とが判る。
【００４９】
なお、前記実施形態では、温度変化部として加熱部を例示したが、これに代えて、流体
を冷却するための冷却部としてもよい。冷却部としては、例えば、任意の冷却素子（例え
ば熱電素子）を用いて容易に構成できる。
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【００５０】
つぎに、本実施形態の第２実施形態に係る測定装置を図５に基づいて説明する。この実
施形態では、二つの加熱部２を設けている。一方の加熱部２は、他方の加熱部２に対して
、光軸がほぼ直交する位置に配置されている。このようにすると、流体の中心付近を加熱
しやすくなる。すると、管壁から逃げる熱を減少させることができ、加熱流体の到着を精
度良く判定することができ、流速測定精度を向上させることができる。加熱部２は二つ以
上であってもよい。他の構成は第１実施形態と同様なので説明を省略する。
【００５１】
つぎに、本実施形態の第３実施形態に係る測定装置を図６に基づいて説明する。この実
施形態では、加熱部２を、発光部２１とミラー２２とから構成している。発光部２１は、
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前記した第１実施形態における加熱部２と同様である。ミラー２２は、流路１の外側の側
面に取り付けられている。また、ミラー２２は、流体を通過した、発光部２１からの光を
、流体に向けて戻す位置に配置されている。第３実施形態においても、流体の中心付近を
加熱しやすくなり、流速測定精度を向上させることができるという利点がある。他の構成
は第１実施形態と同様なので説明を省略する。
【００５２】
なお、前記各実施形態の記載は単なる一例に過ぎず、本発明に必須の構成を示したもの
ではない。各部の構成は、本発明の趣旨を達成できるものであれば、上記に限らない。
また、各実施形態を実現するための各部（機能ブロックを含む）の具体的手段は、ハー
ドウエア、ソフトウエア、ネットワーク、これらの組み合わせ、その他の任意の手段を用
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いることができ、このこと自体は当業者において自明である。
さらに、機能ブロックどうしが複合して一つの機能ブロックに集約されても良い。また
、一つの機能ブロックの機能が複数の機能ブロックの協働により実現されても良い。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１Ａ】本発明の第１実施形態に係る流量測定装置の概略を示す要部断面図である。
【図１Ｂ】受光部の構成の変形例を示す説明図である。
【図２】図（ａ）は、温度による、水の吸光度スペクトルの変化を説明するためのグラフ
であって、横軸は光の波長、縦軸は吸光度である。図（ｂ）は、図（ａ）に示されるスペ
クトルのピーク部分（波長１４５０ｎｍ付近）における拡大図である。
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【図３】温度による、水の吸光度スペクトルの変化を説明するためのグラフであって、横
軸は光の波長、縦軸は各温度における吸光度の間の差分である。
【図４】図（ａ）は、温度による、水の吸光度スペクトルの変化を説明するためのグラフ
である。このグラフにおいて、横軸は、光の波長、縦軸は、拡散反射における吸光度であ
る。図（ｂ）は、図（ａ）に示されるスペクトルのピーク部分（波長１４５０ｎｍ付近）
における拡大図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る流量測定装置における流路の拡大断面図である。
【図６】本発明の第３実施形態に係る流量測定装置における流路の拡大断面図である。
【符号の説明】
【００５４】
１

流路

２

加熱部（温度変化部）

２１
２２
３

加熱部の発光部
ミラー
第１検出部

３１

発光部

３２

受光部

３３

解析部

４

10

第２検出部

４１

発光部

４２

受光部

５

制御部

６

コンピュータ

【図１Ａ】

【図１Ｂ】
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【図２】
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【図３】

【図５】

【図６】

【図４】
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