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1　まえがき

2016 年に発効された気候変動対策の国際的な枠組み
「パリ協定」の下、世界各国で温室効果ガス削減の政策が
進められている。温室効果ガスを削減するため、再生可能
エネルギーの導入や電気使用量の見える化や削減などの電
気の省エネルギー（省エネ）が一般的となっている。今
まで、富士電機は温室効果ガスの削減に貢献する省エネ機
器を創出してきた。近年では、エネルギーの見える化・最
適化により省エネを実現するシステムであるエネルギー
マネジメントシステム（EMS：Energy Management 
System）を通じて、電気の省エネに貢献している。
一方で、最終エネルギー消費量は電力よりも熱が最も多
くを占めている。例えば、日本の産業部門の最終エネル
ギー消費量のうち約 56%が熱利用である

⑴

（図1）。この熱
エネルギーの消費量を削減できれば、温室効果ガスの削減
に向けた大きな効果が期待できる。
富士電機は熱の省エネ機器として、工場の温排水を再利

用して蒸気を発生させるヒートポンプなどを提供している。
これらの商材を生かし、今後は電気だけでなく熱も含めた

EMSを提供することで、総合的な省エネに貢献すること
を目指している。

2　熱の省エネルギーの課題

省エネを効率的に進めるには、まずエネルギーがどこで
どれだけムダになっているかを計測により“見える化”し
た後、“最適化”のステップを踏むことが有効である。図
2に熱エネルギーの見える化の一例を示す。
工場では、蒸気の熱エネルギーが加熱・殺菌・空調など

に利用される。蒸気の熱エネルギーは、ボイラの排ガスな
どによる熱の排出だけでなく、輸送中の蒸気配管からの放
熱、蒸気配管や周辺設備の不具合による蒸気漏れ、ドレン
（蒸気凝縮水）を捨てることなどにより失われる。これら
のエネルギーロスを見える化したところ、平均で 44%も
のエネルギーが失われていて

⑵

（図3）、大きな改善の余地
があることが分かる。これらのエネルギーロスに対する省
エネの例としては、ボイラ稼働台数制御による燃焼効率の
向上、配管経路の最適化、漏れ箇所の補修、ドレンから蒸
気を作り再利用するヒートポンプの導入などが考えられる。
富士電機は、各社の工場でどのようなエネルギーの見え
る化の取組みを行っているかについて訪問調査を行った。
その結果、多くの工場では電気の見える化は容易であるた
め取り組んでいるが、熱については蒸気の見える化は難し
く取組みが遅れていることが分かった。
蒸気流量計には差圧式や渦式があるが、これらの製品は
配管を切らないと取付けができない。そのため、24 時間
稼働の工場や異物混入が許されない製造ラインでは配管を
切断しないと設置できないことが蒸気の見える化の障壁と
なっていた。
そこで、この問題を解決するため、富士電機は、世界で

蒸気のムダを見える化する世界初のクランプオン式
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近年、温室効果ガスの削減に向けて電気の見える化による省エネルギー（省エネ）が進む一方、蒸気の省エネへの取組
みは遅れている。これは、蒸気のムダの見える化が困難であることが原因であった。そこで富士電機は、クランプオン式
蒸気用超音波流量計を開発し、配管を切らずに蒸気のムダを見える化した。クランプオン式流量計は、液体の測定はすで
に実用化され普及している。しかし、蒸気は配管からの超音波透過率が極めて小さく、製品化が困難であった。この課題
に対し、ノイズ除去技術や板波利用技術、信号処理技術を適用し、世界で初めて低圧蒸気が測定できる流量計を実用化した。

In recent years, energy savings through electricity visualization has been progressing to help mitigate greenhouse gases.  On 
the other hand, initiatives to achieve energy savings in using steam have been delayed due to the diffi culty of visualizing steam loss.  
To address the challenge, Fuji Electric has developed a clamp-on ultrasonic fl owmeter for steam that enables visualization of steam 
loss without the need of pipe cutting.  Although clamp-on fl owmeters have already been used to measure liquids, they have been 
diffi culties developing products due to the extremely low ultrasonic transmission coeffi cient of steam from a pipe.  To overcome this 
challenge, we have used technologies for noise removal, lamb wave utilization, and signal processing to achieve the world’s first 
product capable of measuring low-pressure steam.
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図 1　産業部門の最終エネルギー消費量の用途内訳
⑴
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初めて、工場の製造ラインで使われる低圧〔0.1～0.9MPa 
(G)〕の蒸気流量を配管の外から測ることができるクラン

プオン式蒸気用超音波流量計を製品化した（図4）。

3　製品の特徴

今回開発した蒸気流量計は、超音波を用いることにより
配管外付け（クランプオン式）による測定を可能としたこ
とが最大の特徴である。他方式との比較を表1に、クラン
プオン式蒸気用超音波流量計の仕様を表2に示す。さらに、

蒸気用流量計減圧弁
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図 2　熱エネルギーの見える化の例
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図 3　蒸気の有効利用率
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図 4　クランプオン式蒸気用超音波流量計

表 1　他方式との比較

方　式 超音波式
（クランプオン式） 渦　式 差圧式

配管工事 ○不要 ×必要 ×必要

精　度 ○±3% of rate ◎±1% of rate ○±2% of rate

圧力損失 ○無し ×有り ×有り

流量0からの
測定可否 ○ × ×

表 2　クランプオン式蒸気用超音波流量計の仕様

項　目 仕　様

測定流速範囲 0～±50m/s

精　度

直管長：上流20D＊1（1.0m）以上
下流10D（0.5m）以上の場合

流速10m/s以下：±0.3m/s
流速10～ 30m/s：±3% of rate
流速30超～ 50m/s：±5% of rate

適用配管
材質：鋼、ステンレス鋼
口径：50A＊2
肉厚：2.8 ～ 4.0mm

流体温度 120～ 180℃

流体圧力 0.1 ～ 0.9MPa (G)

入力信号 1点：DC4～ 20mA、1点：測温抵抗体（オプション）

出力信号 1点：DC4～ 20mA、2点：接点

通信機能 RS-485（Modbus＊3）（オプション）

電　源 AC100～ 240V 50/60Hz

消費電力 20VA以下

＊1：D：配管内径
＊2：他口径は順次対応予定
＊3：Modbus：Schneider Automation, Inc.の商標または登録商標
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他方式と比べたときのメリットは次に示すとおりである。
⒜　配管工事が不要なので設備が稼働していても任意の
場所に設置できる。
⒝　差圧式や渦式流量計のような配管内構造物（オリ
フィスや渦発生体）による圧力損失がないため、不要
なエネルギー損失が生じることがない。

⒞　ウォーターハンマーや過流量によって流量計が破損
することがなくメンテナンスが不要である。

また、差圧式や渦式流量計は、測定原理上、流量 0付
近の測定ができなかった。一方、本製品では超音波を利用
した測定なので、流量 0から測定でき、バルブ劣化など
による微量な蒸気漏れも検出することができる。 

4　測定原理

本製品は、伝搬時間差式により測定する。伝搬時間差式
は、上流側と下流側から斜めに超音波パルスを伝搬させ、
流れにより生ずる時間差を検出して流量を測定するという
原理に基づいている（図5）。
既に、本原理を使った液体の流量計は製品として提供し

ている。金属配管から液体の超音波透過率は約 6.3%であ
る。0.1MPa (G) 程度の低圧蒸気の透過率は 0.0026%で
あり、液体の場合のわずか 1/(2.4×103)にすぎない（図6）。
そのため、本原理を蒸気流量計に適用しようとしても、配
管から蒸気への超音波の透過率が極めて小さく、製品化が
困難であった。
そこで、富士電機は、ノイズ除去技術、板波利用技術、
信号処理技術を用いてこの課題を解決した。

5　適用技術

5 . 1 　ノイズ除去技術
蒸気配管では、配管の金属内部を回り込む信号がノイズ

となる。金属から蒸気に透過する信号よりもこのノイズの
方が大きく、信号と同じ周波数を持つため、フィルタ処理
で取り除くことは困難である。そこで、図7に示すように
配管の外にノイズ除去シートを巻くことが考えられる。し
かし、配管は曲面で凹凸もあることから、シートを密着さ
せることが難しい。塗料タイプのノイズ除去材は密着させ
やすいが、着脱が難しい。富士電機は、ノイズ除去シート
を金属フレームで均一に抑える構造を開発し、簡単に着脱
できるようにした。

5 . 2 　板波利用技術
一般的に超音波流量計には縦波や横波が用いられる。し

かし、本製品では、板波
⑶

（Lamb波）を利用する新たな技
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図 5　測定原理
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図 6　蒸気測定の難しさ
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術により、蒸気でも十分な受信振幅が得られるようになっ
た。板波とは、板表面で超音波が複雑に反射を繰り返し
て低い減衰率で遠くまで伝わる波である（図8）。板波は、
板の厚さに応じてセンサの周波数および入射角を特定の値
に設計すると発生させることができる。板波を広い幅で流
体内に入射させることにより、受信強度の向上に成功した。
また、蒸気配管内に多く存在する蒸気が冷やされて凝縮し
た飛沫（ひまつ）に強いという特徴がある。

5 . 3 　信号処理技術
蒸気の測定では、液体の測定と比べて受信信号が小さい。

さらに、変換器に信号が伝わるまでに信号が減衰してしま
うという問題があった。対策として、検出器の近くにノイ
ズフィルタと微小信号を増幅する超低ノイズのプリアンプ
を設けることにより、測定が可能なレベルの信号を受信で
きるようにした。

5 . 4 　測定データ例
前述のノイズ除去技術、板波利用技術、信号処理技術に

より、蒸気流量の測定を可能とした。蒸気流量の測定例を
図9に示す。差圧式流量計と超音波流量計を並べて設置し
て測定値を比較し、誤差が ±3%以下であることを確認し
た。

6　適用事例

現在は 50A 配管向けを発売している。今後は 25～
100A 配管向けの製品を開発し、図2に示したような工場

全体の熱エネルギーの見える化システムに適用できるよう
にすることを目指している。
既に、食品工場や化学工場、半導体工場などでフィール

ドテストを行い、実用性が高いことを実証した。次に事例
について述べる。

6 . 1 　過剰蒸気流速の判明（適用事例 1）
某A工場で本製品を使って蒸気流速を測定したところ、
設計値よりも速い流速で蒸気が流れていることが分かった。
蒸気流速が速いとエロージョンによる配管の減肉やウォー
ターハンマーによる機器の故障を引き起こし、重大事故に
つながる危険性がある。また、圧力損失が増え、エネル
ギーロスや蒸気使用機器に十分な圧力を得られない問題が
発生する。今後、この問題に対しては、配管の再設計によ
り流速を抑える省エネ・安全対策を予定している。

6 . 2 　設備停止中の蒸気流入の判明（適用事例 2）
某 B工場の殺菌設備に流入する蒸気量を、遠隔・リア
ルタイムで監視するシステムを構築した。本設備において
フィールドテストを行ったところ、設備停止中も蒸気が流
れており、ムダがあることが分かった。今後、劣化したバ
ルブやスチームトラップの修理によってムダの削減を予定
している。

7　あとがき

蒸気のムダを見える化する世界初のクランプオン式蒸
気用超音波流量計について述べた。今後、25～ 100A 配
管の測定に向けて開発を行い、本製品を熱 EMSに適用し、
熱の省エネルギーに大きく貢献することを目指していく所
存である。
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図 8　板波技術
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図 9　0.1MPa (G) 蒸気の測定例
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