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マイクロリアクタシステム用微小流量センサ
Micro Flow Sensor for Microreactor

近年，医薬品やファインケミカルなど高付加価値機能性材料の少量生産プロセスの分野において，マイクロリ

アクタの技術が注目されている。当社でもこの技術に注目し，マイクロリアクタシステムの研究開発を進めてき

た。その重要な要素技術開発の一つとして，液体用微小流量センサの研究試作を行なっている。マイクロリアク

タシステムで生産される化学製品のプロセスでは，腐食性流体が取り扱われることが多いので，一般に市販され

ている微小流量センサを利用することは困難である。そこで，当社では，接液部を全てガラスで構成し，検出部

を非接液として耐腐食性を高めた液体用微小流量センサの研究試作を行なった。本稿では，その微小流量センサ

の紹介を行ない，試作品の評価結果を報告する。
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Recently, a state-of-the-art technology called a microreactor has been drawing a lot of attention in the

small-lot production processes of high value added functional materials, such as pharmaceuticals and

fine chemical materials. We have been focusing on this technology, and have developed a new micro

flow sensor, which is one of the most important components of microreactor systems. Conventional

flowmeters made of stainless-steel narrow tubes for micro flowrate applications are not applicable to

micro reactor systems where corrosive liquids are used. The key feature of the developed micro flow

sensor is its high resistance to corrosive liquids thanks to the use of glass for all wetted surfaces of the

sensor, and arranging the sensing elements in non-wetted areas. This paper introduces the developed

micro flow sensor and reports its evaluation results.

1. は じ め に

近年，マイクロリアクタと呼ばれる技術が化学工業分

野で注目されている。微小流路内に化学反応場を持ち込

むことで，従来の化学プラントにおけるバッチプロセス

では実現できないような化学物質の製造プロセスを実現

する技術である。特に，医薬品やファインケミカルなど付

加価値の高い機能性材料の少量生産プロセスに革新をも

たらすと期待されている。

当社もこの技術に注目し，マイクロリアクタシステム

の研究開発を進めてきた（1）。当社の強みである流体計測技

術やMEMS（Micro Electro Mechanical System）技術を活

かして，マイクロリアクタシステムの中の重要な要素技

術である液体用微小流量センサの研究試作を行なった（2）。

図1に試作した微小流量センサの外観を示す。右側が，

ガラスチップ上に実現している微小流量センサの本体で，

左側がそのケースである。本稿では，この微小流量センサ

の紹介を行ない，試作品の評価結果を報告する。

図1　開発中の微小流量センサの外観
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2. 微小流量センサの特徴と仕様

本流量センサの一つ目の大きな特徴は，接液部を全て

ガラスで構成し，検出部を非接液として耐食性を高めて

いる点である。マイクロリアクタシステムで生産される

化学製品は，医薬品やファインケミカルなどの機能性材

料であり，腐食性流体が取り扱われることが多い。一般に

微小流量センサとして知られているものに，半導体製造

装置で多く使用されているマスフローメータがある。多

くの場合，マスフローメータは流量検出部にステンレス

などの金属製細管を使用しており，腐食性流体を取り扱

うことが困難である。

二つ目の大きな特徴は，流路内に障害物や可動部など

が無く，デッドボリュームが小さい点である。上述のよう

なマスフローメータは，内部にバイパス管などが存在す

るため，デッドボリュームが大きい。そのため，例えば，

被測定流体に気泡が混入したような場合に，デッドボ

リュームに気泡が滞留して，測定誤差が大きくなる問題

を抱えている。正しく測定を行なうためには，フラッシン

グなどの気泡を抜く作業を行なわなくてはならないが，

場合によっては，マスフローメータをシステムから取り

外して作業を行なう必要があり，メンテナンス上，大きな

問題となっている。本流量センサは，ストレート管のみと

し，デッドボリュームを廃することで，気泡が抜けやす

く，メンテナンスが容易な構造とした。

本流量センサは，これらの特徴を実現できるよう，

MEMSプロセスにより，ガラスチップ上に流路と検出部

を作り込んでいる。表1に，本流量センサの主な目標仕様

を示す。これらは，マイクロリアクタのユーザに確認しな

がら決めてきた目標仕様である。

表1　微小流量センサの目標仕様

項目 

流量範囲 

測定精度 

使用温度範囲 

仕様 

0.01～10 mL/min 

±5% of Reading 

15 ～ 35℃ 

3. 測 定 原 理

流量の測定原理はいくつか知られており，当社では各

種測定原理に基づく大規模な石油化学プラント向け流量

計を販売している。例えば，絞り管の差圧を利用するもの

（差圧伝送器），障害物後流に発生するカルマン渦を利用

するもの（渦流量計），ファラデーの法則を利用するもの

（電磁流量計）などがあるが，いずれも表1の目標仕様の達

成は困難である。ここでは，微小流量測定に最適であり，

上述のとおりガラスチップ上に実現できることを考慮し

て，熱を利用する方法をとることとした。

本流量センサの測定原理を説明する。図2に示すよう

に，流路中に3本の熱線が流速方向に垂直に設置されてい

る。中央がヒータ（加熱部）で，両側の2本が温度センサで

ある。

t

Sensor

Flow

Sensor Heater

△t

Flow

Sensor SensorHeater

Signal

（a） 熱式流量センサ測定原理説明図 

（b） TOF式流量センサ測定原理説明図 

図2　測定原理図

ここで，中央のヒータを流体温度に対して一定温度上

昇させるようにする。このヒータが作り出す温度分布は

流速に依存する。具体的には，流速が大きくなるにした

がって，より多くの熱が下流側に運ばれて下流側の温度

が高くなる。よって，ヒータの両側の2本の温度センサの

温度差信号を検出することで流速，すなわち，管内の流量

を測定することができる。

これは，いわゆる熱式（thermotransfer method）の流量

センサである。熱式流量センサは，気体用ではよく用いら

れている方式である。しかし，一般的に液体の温度伝導率

（熱伝導率と熱容量の比：thermal diffusivity）が気体に比

べて2桁程度小さいため，熱式によって測定流量範囲の広

い液体用微小流量センサを構成することは難しかった。

流量が大きくなると，被測定流体である液体に十分に熱

が伝わらなくなるためである。本流量センサでは，流量測

定に寄与している熱を補正するために，温度差信号を温

度和信号で規格化することとした。これにより，測定流量

範囲を広域化することに成功した。

これらのことを，視覚的に表したのが，図3である。図

3は，計算機を利用した熱流体数値解析により，温度分布

を求めた結果である。なお，解析を行なっている流量範囲

における流体のレイノルズ数は200以下であり，十分に層

流が発達していると想定している。

図から，流量が大きくなるにつれ，温度分布が下流側に

シフトしていくことがわかる。さらに，温度自体が全体と
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して低下しており，上で述べたように液体の温度伝導率

が低いことの影響が出ていることがわかる。このような

場合、温度差を温度和で規格化することで，この温度低下

分を補正できる。

本流量センサでは，さらに測定流量範囲を広げるため，

図2（b）に示すように，熱式流量センサの最下流にもう一

つ温度センサを設置して，ヒータをパルス状波形で駆動

して，流体内に温度の“目印”をつけ，“目印”が下流側

の2つの温度センサ間を通過する時間からそのときの流量

を計算する，いわゆるTOF式（Time of Flight method）

による流量測定を可能とした。

これら2つの方式を同一チップ上で実現し，広い流量範

囲をカバーすることができた。

4. 微小流量センサの構造と製作プロセス

計算結果を踏まえて，図4に示すセンサチップを設計・

試作した。流路と検出部を同時にガラスチップ上に作り

込んでいる。センサをガラスチップ上に作り込んでおく
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図 3　流量変化による温度分布の変化

 （a）微小流量センサチップの外観 
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（b）微小流量センサチップの断面図 
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図 4　試作した流量センサの構造

ことで，将来，マイクロリアクタ部やバルブなどの制御機

器などとの集積化につなげることができる。

また，上で述べたように，本流量センサでは，熱式と

TOF式の2つの方式を同一チップ上に実現するために，

ヒータの下流側に温度センサを2つ設けている。

本流量センサの作製手順を以下に示す。

1）ガラス基板（Substrate glass）にサンドブラスト（Sand-

blasting）加工によって流路を形成する。

2）熱圧着によりカバーガラス（Cover glass）となる別のガ

ラス基板を接合する。本流量センサでは，このカバー

ガラスの厚さは，0.1 mmとしている。

3）カバーガラス表面に，MEMSプロセスによって，白金

測温抵抗体を形成する。白金薄膜は，スパッタリング

により成膜し，抵抗体のパターニングは，リフトオフ

法（ウェットエッチングが不可能な金属薄膜のパターニ

ング法）で行なっている。
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複雑なプロセスを必要とせず，このような単純なプロ

セスで作製できるので，コストを抑えることができる。

5. 実流評価結果

試作した微小流量センサの実流評価を行なった。被測

定流体として水を使用した。電子天秤により流した流体

の積算流量を測定し，それを積算時間で割り，さらに体積

流量に換算したものをリファレンス流量とした。測定流

量範囲，ゼロ点変動，温度特性，それぞれの評価結果を図

5～図7に示す。これらの結果は，表1の目標仕様を満足

しており，マイクロリアクタ向けの流量センサとして，十

分な性能であるといえる。
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図 5　測定流量範囲評価結果
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図 6　ゼロ点変動評価結果
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図 7　温度特性評価結果

6. お わ り に

開発中のマイクロリアクタシステム向けの微小流量セ

ンサの紹介を行なった。本センサの最大の特徴は，化学薬

品に対する高耐腐食性である。

本流量センサは，化学工業界最大規模の展示会である

Inchem TOKYO 2007にて動態展示を行なった。開発段

階でお客様に試作品をお見せし，設計に反映することで，

的確にニーズを捉えた商品開発ができると考えている。

そのようなユーザニーズの例として，高流量域への対

応と，高耐圧化がある。高流量域への対応として，本稿で

述べたような，熱式とTOF式を併用し，測定流量範囲を

広げる方式を導入した。現在は，高耐圧化への対応を検討

中である。

当社は大規模な化学プラント向けの大流量用の流量計

では，お客様に御好評いただいているが，微小流量域につ

いては対応しきれていない部分がある。本流量センサの

高耐腐食性の特徴を生かして，マイクロリアクタシステ

ムのみに限らず，金属イオンの析出を嫌う様々な微小流

領域のアプリケーションへの展開も視野に入れて開発を

進めている。
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