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横河電機は，２線式として世界で初めて二周波励磁方式を採用した電磁流量計 ADMAG AXR を開発した。消費

電力に制約のある２線式において安定した流量測定を実現するために，変換器の低消費電力化とノイズ低減に加

え，検出器についてもコイルによる励磁の高効率化や電極のローノイズ化を行い S/N 比を向上させた。本稿では

これら ADMAG AXR のキーテクノロジーについて紹介する。

Yokogawa has developed the ADMAG AXR magnetic flowmeter, the world’s first 2-wire system 
applying the dual frequency excitation method. In order to achieve steady flow measurement in 
a 2-wire system with limited power consumption, the S/N ratio was improved by reducing power 
consumption and converter noise, improving excitation efficiency of the detector by using a high-
density coil, and lowering noise caused by the electrodes of the detector. This report describes the 
technologies used in the ADMAG AXR.

はじめに111

電磁流量計は横河電機が 1955 年に工業用としては国
内で初めて開発してから既に半世紀以上が経過し，管路
内に障害物や可動部がなく低圧力損失やメンテナンスフ
リーなどの特長から様々なアプリケーションに適用され
ている。

従来の電磁流量計は電源用と出力用の配線をそれぞれ
１対ずつ計４本の配線を必要としていたが，伝送器や他
の流量計のように１対のケーブルで電力供給と電流によ
る出力を行う２線式が配線工事コストから望まれていた。
商用電源を供給する４線式と比較して，２線式では 4-20 
mA という小電流で電力供給と出力を行うため，消費電
力が小さく，ランニングコストの削減も可能となる。そ
の反面，消費電力約 1/50 という制約から精度や出力安
定性などの性能面において課題があった。

今回，これらの課題を解決し４線式に匹敵する性能の
２線式電磁流量計 ADMAG AXR を開発した (1), (2)。図 1に
その外観を示す。本稿では，ADMAG AXR の特長とキー
テクノロジーを中心に紹介する。

図 11ADMAG1AXR の外観　

ADMAG1AXR のキーテクノロジー211

ADMAG AXR の高性能化のための変換器及び検出器の
キーテクノロジーについて述べる。

変換器のキーテクノロジー2111

二周波励磁方式の採用211111
電磁流量計の測定原理を図 2に示す。流量計内のコイ

ルに電流を流してパイプ内に磁界を発生させる（励磁）。
その中を流体が流れるとファラデーの電磁誘導の法則で
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流速に比例した起電力が発生する。これを電極により検
出する。

図 21電磁流量計の測定原理

流量測定において外乱となるノイズには，周囲環境か
らの電気的なノイズ以外に，流体から発生する以下の流
体ノイズがある。

固形物が電極に衝突し発生するスラリーノイズ1•
流体と管壁の摩擦により発生するフローノイズ1•
導電率の急変により発生するノイズ1•

図 3に，その内のスラリーノイズとフローノイズのイ
メージを示す。

図 31流体ノイズ

図 4に示すように，これらの流体ノイズは周波数が高
くなるほど小さくなる 1/f 特性があるため，励磁周波数
を高くすれば S/N 比を向上することができる。

図 41流体ノイズの周波数特性

その反面，高い励磁周波数だけでは磁界の時間変化に
より発生する微分ノイズが信号サンプリング区間で十分
減衰しないためゼロ点が安定し難く，精度が悪い欠点が
ある。

当社では，これらの長短を両立させるための独自の方
式として，低周波に高周波を重畳させた２つの周波数成
分の電流で励磁する二周波励磁方式を４線式で採用し，
高精度と耐ノイズ性の向上を図ってきた実績がある (3)。
　図 5に各種励磁方式の比較を示す。

図 51励磁方式の比較

今回の ADMAG AXR では，二周波励磁方式を採用する
ために，徹底した電子回路の低消費電力化と信号処理ソ
フトの効率化を行い，２線式としては世界で初めて二周
波励磁方式の電磁流量計を製品化した。

励磁電流切り替え211121
供給電力に限りのある２線式で，出力により変化する

供給電力を有効に使うために，図 6に示すように，出力
に応じて励磁電流を３段階に切り替えている。

図 61流量計出力と励磁電流

励磁電流切替えにより磁気回路のわずかな非線形性で
の誤差が発生しないように，校正時間は必要とするが各々
の励磁電流で実流校正を行っている。
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ローノイズアンプの採用211131
信号起電力が微弱なため，変換器内のノイズも流量測

定に影響する。このため，信号入力部のヘッドアンプに
はローノイズタイプでなおかつ低消費電力の OP アンプ
を選定した。

電気ノイズの除去と耐性強化211141
周囲環境からの電気ノイズについても，２線式は信号

起電力が小さいことから原理的に影響を受けやすい。こ
のため，ADMAG AXR ではケースの端子箱との隔壁に貫
通コンデンサを用いてノイズ除去を行うほか，変換器回
路のフィルタやシールドを検討し，４線式とほぼ同等の
耐電気ノイズ性を実現した。

検出器の S/N 比向上2121
検出器は実績のある４線式の ADMAG AXF のものをベ

ースに，S/N 比向上のために見直しを実施した。

信号起電力アップ212111
磁気回路の基本的な構成は，二周波励磁の高周波での

励磁が可能な周波数特性と，精度向上のためにプレート
コア開き角による磁界分布最適化が容易な AXF の磁気回
路を踏襲している (4)。図 7に，ADMAG AXR の磁気回路
とその周辺を示す。

図 71ADMAG1AXR の磁気回路

ADMAG AXR では消費電力の関係から励磁電流は従来
４線式の 1/8 以下と限られており，励磁により発生する
磁場は小さくなる。これを補うために４線式に比べ太い
導体径を採用しコイル抵抗を増やさずに巻数を多くする
ことで発生磁界を大きくすることにした。しかしながら，
コイルスペースには制約があるため，ADMAG AXR では
難易度の高い矩形空芯コイルの整列巻きと整列を崩さず
に鞍形成型する高密度コイルを検討し採用した。図 8に，
高密度コイルの外観とその拡大断面図を示す。

図 81高密度コイルと断面

今回の ADMAG AXR では巻線と成型の装置・治具の新
規開発と条件最適化を行った。このことにより，コイル
の単位断面積あたりの導体の占める割合（導体占積率）
を従来から 30%向上させた高密度コイルの量産化を実
現した。さらにコイル外形寸法を見直しコイルの巻数を
増やした結果，ADMAG AXR では従来４線式の ADMAG 
AXF と比較して単位電流あたりの信号起電力を約 50%向
上させることができた。

ローノイズ電極212121
信号に重畳する流体ノイズは，磁場とは関係なく主に

流速により決まるため，信号起電力が小さい２線式では
相対的に影響が大きくなる。このため電極を内挿形に変
更して φ 3 mm から φ 10 mm に接液面積を拡大すること
により平均化でノイズの抑制を行うほかに，電極の表面
処理についてもローノイズ化のために検討し，研磨や酸
化等の処理を行なうこととした。
図 9はステンレス電極の深さ方向の成分を XPS (X-ray 

photoelectron spectroscopy) 分析した結果である。未処
理のものと比べ表層に Cr ＞ Fe となるクロムリッチ層が
存在し，薄くて緻密な不働態皮膜が形成できた。これに
より電極のローノイズ化が実現できている。

図 91ステンレス電極の XPS 表面分析結果

鏡面ライニング212131
流体と管壁の摩擦により発生するフローノイズは，管

路の表面粗さによっても影響を受ける。このため管路内
面の影響を受けやすい口径 100 mm までは，PFA ライニ
ングの射出成型金型と成型条件の改善を行い，鏡面仕上
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げを標準とした。図 10に管路内面の影響と ADMAG AXR
の内面を示す。

図 101ライニング内面

操作性の向上311

ADMAG AXR は高性能化のほかに，従来製品同様に使
い易さ・機能も考慮して開発を行った。

多彩な表示3111
測定流量の表示の他，パラメータ設定時のインターフ

ェースとなる表示器には，４線式の AXF で好評であった
図 11に示すフルドットマトリックスの LCD を採用した。

128 × 64 ドットの表示にもかかわらず消費電力を最小
限に抑えるようにし，流量計の設置環境を考慮し，高温・
高湿に耐えられるようにした。高温・高湿おける LCD パ
ネルの耐久性については車載用以上に厳しい仕様が要求
されるため，パネルの設計についてもパネルメーカと協
業で十分な検討を実施した。

図 111LCD パネル表示例

図に示すように，表示は１行から３行で文字の大きさ，
項目（瞬時流量，瞬時流量%表示，積算値）が選択でき
るほか，バーグラフも表示可能である。表示言語は英語，
日本語（カタカナ）など６ヶ国語に対応しており，パラ
メータ設定時の名称，選択項目の表示はもちろん，アラ
ーム発生時にはアラーム内容に加えて対処方法も表示さ
れる。

操作スイッチ3121
　防爆エリアや屋外でカバーを開けずに操作できるよう
に，４線式の AXF では赤外線スイッチを採用していた。
ADMAG AXR では消費電力に制約があるため，新規にホ
ール素子によるマグネットスイッチを，押しボタンスイ
ッチに加えて搭載した。図 12にマグネットスイッチ，押
しボタンスイッチによる操作の様子を示す。

図 121設定スイッチ操作

性能確認411

今回開発した ADMAG AXR の試験結果をいくつか示す。

精度4111
代表口径における流量測定の精度試験の結果を図 13

に示す。図中の赤色の縦バーは各流速点でのばらつき 3σ
を示している。励磁電流の小さい低流速域で若干ばらつ
きが大きくなっているものの，仕様の精度範囲に十分入
っていることがわかる。

図 131精度試験の結果
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出力安定性4121
励磁電流の制約から信号起電力が小さい２線式では一

般的に流量測定時の出力揺動が４線式に比べ大きくなる
傾向にあり，特に低導電率流体の高流速で厳しくなる。

今回開発した ADMAG AXR と，４線式の AXF，他社２
線式の出力を図 14に示す。いずれも流速が大きくなる
ほど出力揺動が大きくはなっているが，ADMAG AXR は
４線式の AXF に近い安定性を示しており，二周波励磁の
効果がわかる。

図 141低導電率での出力安定性比較1
（測定対象：水，導電率：10µS/cm）

導電率変動試験4131
水道水を流している中に高濃度食塩水を間欠的に注入

し，薬液注入プロセスを模擬した試験を実施した。図 15
に示すように，濃塩水を注入しても出力はほとんど変動
しないことがわかる。

図 151導電率変動試験

スラリー流体試験4141
電極に固形物が衝突することにより発生するスラリー

ノイズは，固形物の種類や量により影響量が大きく異な
る。比較的軽微なスラリーであるプラスチック片の場合，
二周波励磁方式の効果が発揮され，出力への影響は小さ

い。プラスチックスラリーの実流試験結果を図16に示す。

図 161プラスチックスラリーの実流試験

　しかしながら硬度の大きいフライアッシュ（焼却灰）
の場合，電極の表面へのダメージによる出力への影響が
大きく，信号起電力の大きな４線式の AXF でないと測定
は困難である。フライアッシュの実流試験結果を図 17に
示す。

図 171フライアッシュ実流試験

電気的ノイズ試験4151
図 18に放射イミュニティ試験の環境を，図 19に放射

イミュニティ試験結果の例を示す。この試験はアンテナ
から無線機や携帯電話などの周波数帯域の電波を発生さ
せ，ADMAG AXR の出力を確認したものである。チャー
トに示すようにいずれの帯域でも出力の突変などは発生
せず安定していることがわかる。

図 181放射イミュニティ試験環境
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図 191放射イミュニティ試験結果

フィールドテスト511

社内試験のほかに信頼性や長期安定性の確認を目的と
して，実際のプラントにおいてフィールドテストを実施
した。

冷却水ライン5111
　口径 80 mm の冷却水ラインに ADMAG AXR と４線式
の AXF を直列に取り付けた例を図 20に示す。常用流量
の 30 m3/h から短時間 45 m3/h に１時間毎に周期的に流
量変動するアプリケーションであるが，両者の出力がよ
く一致していることがわかる。

図 201冷却水ラインでのフィールドテスト

集塵水ライン5121
　鉄鋼メーカーのお客様にご協力をいただき，転炉の集
塵水ライン（口径 80 mm）の既設の４線式電磁流量計を
付け替えてテストを実施した。その様子を図 21に示す。

固形物の混入や導電性付着など厳しいアプリケーシ
ョンであるが，６ヶ月にわたるテスト期間中，ADMAG 
AXR の出力は常に安定していた。また，ラインから取り

外した際のライニング内の付着物は既設のものと比較し
て軽微で，ライニング内面の平滑化による付着に対して
の改善効果も確認できた。図 22にライニング内面付着
状況を示す。

図 211集塵水ラインでのフィールドテスト

図 221集塵水ラインでのライニング内面付着状況

おわりに611

２線式電磁流量計 ADMAG AXR は，２線式では世界初
の二周波励磁方式，高密度コイル，ローノイズ電極の採
用による S/N 比の向上により，４線式に匹敵する流量測
定精度と安定性を実現した。

今後，口径など仕様拡大を行い，２線式電磁流量計の
アプリケーションをさらに拡げていく所存である。
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