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渦流量計 digitalYEWFLO における質量流量演算
―　FieldMate FlowNavigator を使った高精度質量流量演算　―

Mass Flow Calculation in digitalYEWFLO Vortex Flow Meter
- Highly Accurate Mass Flow Calculation Using FieldMate FlowNavigator -
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渦流量計は '60 年代に横河電機により世界で初めて工業用流量計として実用化され，液体，気体，蒸気のいず

れも測定可能な体積流量計として普及している。ただし，一般的に気体や蒸気測定を行う場合は，質量流量測定

が必要であるが，当社の渦流量計 digitalYEWFLO の場合，圧力値を固定値として代用しているため，その変化

への追従性については，機能が限定されていた。しかしながら，この度，FDT/DTM (Field Device Tool/Device 

Type Manager) 技術を使って新たに開発された流量設定ソフトウェア FieldMate FlowNavigator により，物性デ

ータベースを利用して密度補正を行うことが可能となり，フィールドバス通信形の digitalYEWFLO と組み合わ

せて使用することにより，高精度質量流量演算が実現できるようになった。本稿では，フィールドバス通信形の

digitalYEWFLO における質量流量演算，及び FieldMate FlowNavigator を利用した天然ガスの高精度質量流量演

算について，実証試験データを交えて紹介する。

Yokogawa introduced the world’s first vortex flow meter for industrial use in the 1960s, which 
is now widely used for measuring liquid, gas, and steam. However, Yokogawa’s digitalYEWFLO 
vortex f low meter had limited functions in tracking pressure changes especially in the 
measurement of gas and steam, for which mass flow measurement is generally required, due 
to the use of the pressure value as a constant. The newly developed FieldMate FlowNavigator 
configuration software applying Field Device Tool/Device Type Manager (FDT/DTM) technology 
has made it possible to compensate density using a physical properties database. Combined with 
Fieldbus type digital YEWFLO, it can accurately calculate mass flow. This report describes 
mass flow calculation in the Fieldbus type digitalYEWFLO, and highly accurate calculation of 
the mass flow of natural gas by FlowNavigator with actual test data.

はじめに111

渦流量計は，原理的に液体，気体，蒸気のいずれの流
量計測にも適用することが可能な体積流量計として，ユ
ーザーから一定の評価を得ている。

流量計測において，液体など密度の変化が少ない流体
については，体積流量でも問題になることが少ないが，
蒸気や気体の場合，温度，圧力により体積が大きく変化
するため，一般的には質量流量演算を行う必要がある。

現在発売中の渦流量計 digitalYEWFLO (1) は，液体，気体，
蒸気において質量流量演算が可能であるものの，一部圧

力を固定値にて代用しているため，測定流体の状態変化
への追従性や高精度質量流量演算という意味では，機能
が限定されている。

こ の 度，FDT/DTM (Field Device Tool / Device Type 
Manager) 技術を利用した機器調整・設定ソフトウェ
ア FieldMate (2) 上 で 動 作 す る 流 量 設 定 ソ フ ト ウ ェ ア
FieldMate FlowNavigator を開発し，当社のフィールド
バス通信形の digitalYEWFLO と組み合わせて使用するこ
とにより，上記欠点を解消することが可能となった。ま
た，従来の質量流量演算のための設定も会話形式で可能
となり，ユーザーの利便性が飛躍的に向上した。図 1に
digitalYEWFLO と FlowNavigator 媒体の外観を示す。
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図 11digitalYEWFLO1と FlowNavigator 媒体の外観

FlowNavigator による質量流量演算の特徴211

当社のフィールドバス通信形の digitalYEWFLO に対し
て FlowNavigator から質量流量演算に必要となる情報を
設定することにより，種々の質量流量演算が可能となる。

一般ガス，天然ガス，一般液体における高精度質量流1�
量演算が可能（精度：天然ガス≦ 1.1% ＠ 35 m/s 以下）
ユーザーの保有するカスタム流体に対しても質量流量1�
演算が可能
従来の飽和蒸気の質量流量演算や，ボイル・シャルル1�
の法則による標準状態の体積流量演算が，対話形式で
設定可能

また，フィールドバス通信形の digitalYEWFLO では，
フィールドバスを介して温度や圧力データを取得するこ
とにより，測定流体の状態変化に追従した質量流量を出
力することができる。

システム構成311

全体構成3111
図 2に，FlowNavigator を使い，渦流量計と圧力計か

ら一般ガスや天然ガスにおける高精度な質量流量を計測
するためのシステム構成例を示す。

digitalYEWFLO がマルチバリアブル形の場合，体積流
量に加えて流体温度を取得できるため，圧力計からの値
をフィールドバス通信により取得することで，質量流量
を算出することができる。測定に必要な流体条件や質量
流量単位などは PC 上の FlowNavigator で設定し，密度演
算を行うための密度補正係数はフィールドバス通信によ
り digitalYEWFLO へダウンロードする。digitalYEWFLO
内では，ダウンロードされた密度補正係数等のパラメー
タを用いて，質量流量演算が行われる。

以下に，ガスの質量流量演算を行う場合の密度補正の
演算式を示す。digitalYEWFLO 内では，多項近似式によ
り密度の補正計算を行い，高精度な質量流量を算出して
いる。

図 21システム構成例

digitalYEWFLO1の Function1Block1構成3121
図 3にフィールドバス通信形の digitalYEWFLO の質量

流量演算に関連する FB (Function Block) の構成を示す。

図 31質量流量演算に関連する FBの構成

digitalYEWFLO では，８つの FB が実装されており，
その中の AI2 (Analog Input2) FB の出力を温度として，
AI3 (Analog Input3) FB の出力を体積流量として，外部圧
力計からの圧力と共に AR (Arithmetic) FB の IN に入力す
る。AR FB では，演算機能を拡張することにより，表 1
に示すような種々の質量流量演算を実現している。

インテグラル形渦流量計

FlowNavigator媒体

ρf = Kρ0 + Kρ1 × (1/ Tf) + Kρ2 × (1/ Tf)2

+ Kρ3 × Pf + Kρ4 × (1/ Tf) × Pf + Kρ5 × (1/ Tf)2 × Pf

+ Kρ6 × Pf
 2 + Kρ7 × (1/ Tf) × Pf

 2 + Kρ8 × (1/ Tf)2 × Pf
 2

+ Kρ9 × Pf
 3 + Kρ10 × (1/ Tf) × Pf

 3 + Kρ11 × (1/ Tf) 2 × Pf
 3

M = ρf • Qf

ρf ：補正後の流体密度 [kg/m3]
Kρn ：密度補正係数（n = 0 ～ 11）
Tf ：流体温度 [K]
Pf ：流体圧力 [kPa abs]
M ：digitalYEWFLO の質量流量 [kg/h]
Qf ：digitalYEWFLO の体積流量 [m3/h]
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FieldMate1FlowNavigator の構成3131
図 4 に FieldMate FlowNavigator の 構 成 を 示 す。

FlowNavigator は FieldMate 上 で 動 作 し， 渦 流 量 計
digitalYEWFLO 用 の DYFMVTool と 差 圧・ 圧 力 伝 送 器
EJX シリーズ (3) 用の EJXMVTool の２つの流量設定プロ
グラムと物性データベース等が格納されたリソースから
構成される。機器 DTM から起動される DYFMVTool は，
対話形式で設定された測定流体，演算規格，圧力や温度
条件，ガス成分等に基づいて密度を計算する。最終的には，
密度演算に必要な補正係数は機器へダウンロードされる。
図 5に DYFMVTool での設定と密度算出結果表示の例を
紹介する。

図 41FieldMate1FlowNavigator の構成

図 51DYFMVTool での設定例

通信機器 (HART*2, FF*1)
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*1: FF (FOUNDATION Fieldbus) プロトコル
*2: HART (Highway Addressable Remote Transducer) プロトコル

表 11Arithmetic1Function1Block で実現できる質量流量演算項目
演算項目 説明

a) 温度基準による飽和蒸気演算 新実用国際状態式（IAPWS*1-IF97）をもとに，温度または圧力から蒸気の密度を計算。
b) 圧力基準による飽和蒸気演算
c) 温度，圧力による過熱蒸気演算
d) ガスの温圧補正演算 ボイル・シャルルの法則による温圧補正によりガスの密度を計算。
e) 液体温度補正演算 API*2 や JIS*3 (JIS K 2249) に記述された補正式により液体の密度を計算。
f) ガス温圧補正演算（多項式近似演算） FlowNavigator で設定された多項式近似演算により，密度を計算。

一般流体：DIPPR*4 の物性データベースを利用
天然ガス：標準的な天然ガス演算規格に対応

AGA*5 No. 8 / ISO*6 12213: 1997 First edition

g) 液体温圧補正演算（多項式近似演算）

*1: International Association for the Properties of Water and Steam
*2: American Petroleum Institute    *3: Japanese Industrial Standard
*4: 米国化学工学会の Design Institute of Physical Properties *5: American Gas Association
*6: International Organization for Standardization

(a) 流体のタイプを設定

(b) 天然ガス成分を設定

(c) 天然ガスの密度算出結果
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フィールドテスト結果411

英国の天然ガステストサイト（英国の国家基準 UKAS 
(the United Kingdom Accreditation Service) の認定を取得
している Advantica 社のテストサイト）で質量流量テス
トを実施した (4)。２サイズ（口径 50 mm，150 mm）で
のテスト結果を図 6に示す。いずれも目標とする質量流
量精度内に入っていることが確認できた。図 7に，その
時のシステム構成図を示す。

流量の基準としては UKAS で認定されたタービンメー
タで，温度・圧力補正を実施した質量流量を用いた。天
然ガスの場合は，ガスの成分を測定して，密度補正をす
ることが必要なため，ガスクロマトグラフでガス成分を
測定し，その値を Advantica のホスト PC と DYFMVTool
に 入 力 し た。DYFMVTool で は，AGA No. 8（American 
Gas Association: アメリカガス協会が制定した天然ガスの
密度計算の規格）に基づいた計算を行い，密度補正係数
をテスト対象であるdigitalYEWFLOにダウンロードした。
digitalYEWFLO では，ダウンロードされた補正係数を用
いて，温度，圧力から密度を計算し，digitalYEWFLO の
体積流量と掛けあわせることにより質量流量を算出した。

図 61天然ガスでの質量流量テスト結果

図 71天然ガステストサイト1システム構成図

おわりに511

FieldMate FlowNavigator とフィールドバス通信形の
digitalYEWFLO を利用することにより，高精度質量流量
演算が可能となった。また，対話形式での設定のため，
操作性も向上した。現在は，フィールドバス通信形のみ
であるが，将来的には，他のプロトコルに対しても対応
していきたいと考えている。

また，FDT/DTM 技術を利用した各種診断（導圧管の
詰まり診断など）のアプリケーションソフトウェアも継
続して強化している。今後とも，社会に貢献できる製品
を創出し続けたい。
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* digitalYEWFLO，FieldMate，FlowNavigator，EJX，EJXMVTool は，
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Foundation）の登録商標です。

(a) 口径50 mmの場合

(b) 口径150 mmの場合
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