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電磁流量計のライニング技術
Lining Technology for Magnetic Flowmeters

流量計測において重要な電磁流量計は，電子技術の進歩とライニング材料および工法の開発により高精度化と

高信頼性化が進み，広い応用分野において流量計としての地位を確立してきた。電磁流量計におけるライニング

は，検出器の測定管（金属パイプ）の内面を樹脂等で被覆することであり，発生起電力を効率的に検出すると共に，

測定流体に対する耐食性や，耐磨耗性を確保する上で重要な部分である。ライニング材は測定流体に合わせて選

択される。当社では，いずれのライニングも，原材料からの社内一貫工程で，高い品質を確保すると共にコスト

ミニマムの生産設備・生産工程を実現している。本稿では，当社の主要ライニング材であるPFA，ポリウレタン

ゴムおよびセラミック測定管の製造技術について紹介する。
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The accuracy and reliability of magnetic flowmeters, which play a key role in flow rate measurement,

have become increasingly higher thanks to advances that have been made in electronics and the

development of lining materials and manufacturing methods. This has led to the establishment of magnetic

flowmeters' position across a wide range of applications. Lining in the context of electromagnetic

flowmeters refers to applying resin or other alternative materials to the inner walls of a detector's

measurement tube (metal pipe). Lining is important in order to efficiently detect generated very low

electromotive force levels and ensure corrosion and abrasion resistance to the fluids being measured.

The material for lining is selected according to the type of fluid to be measured. Using an in-house

seamless process, Yokogawa produces every type of lining from raw materials to ensure high quality

levels and realize minimum-cost production facilities and processes. This paper introduces the

technologies for processing PFA, polyurethane rubber and ceramics which are our main lining materials

for measurement tubes.

図1　ADMAG AXFの外観

1. は じ め に

工業計器分野における電磁流量計は，幾多の改良を重

ね，高精度，高信頼の流量計として多用されている。電磁

流量計は検出器と変換器から構成されており，検出器の

原理は，磁界の中を導電性流体が流れると，その流速に比

例した起電力が発生するというファラデーの電磁誘導の

法則を応用している。通常，検出器の測定管（SUSなどの

金属パイプ）は，発生起電力がショートしないように，内

面は比較的厚い絶縁層で覆われている。この絶縁層を形

成することをライニングと言う。測定流体に対する耐食

性，耐磨耗性を得るため，多くのライニング材がある。

本稿では，当社の電磁流量計で多用されているフッ素

樹脂（PFA）ライニング，ポリウレタンゴムライニング，お

よび，測定管自身が絶縁体で構成されているセラミック

測定管の製造技術について紹介する。

図1に，新電磁流量計ADMAG AXFの外観を示す。

変換器一体型 変換器分離型



電磁流量計のライニング技術

12横河技報　Vol.50 No.2 (2006)

励磁線 
シールド板 

電極部 

パンチプレート（SUS） 

ライニング 
アースリング 

測定流体 

測定管 
　（SUS， 又はセラミックス） 

励磁コイル 

信号線 

端子箱 

50

2. 電磁流量計検出器の構造と各種ライニング材の
特徴

（1）検出器の構造

電磁流量計の構造は，図2に示すように，金属（SUS）

の測定管の内面をライニング材で覆っている。PFA

ライニングではSUS製パンチプレートを埋め込み，

ライニングを測定管に固定するのと同時に，内径変

化を抑えるための剛性を持たせている。一方，ポリウ

レタンゴムライニングでは，直接測定管に接着固定

することで，同様の効果を得ている。また，セラミッ

ク測定管は，測定管自体がライニングの機能を持っ

ている。

（2）主要ライニング材の特徴

表1は，主要ライニング材の特徴を示したものである。

3. ライニングの製造工程

3.1 PFAライニング

PFAとは，パーフロロアルコキシ樹脂の略称で，フッ

素樹脂の一種である。フッ素樹脂は様々な特徴を持ち，化

学プラントをはじめとする工業用エンジニアリングプラ

スチックとして，広く使用されている。また，身近な例で

は，調理器具のテフロン加工などがある。

当社では，PFAライニングは電磁流量計全体の85％を

占め，最も多く生産しているライニングである。

（1）PFAライニングの製造工程

配管・タンク等の一般的なフッ素樹脂ライニングで

は，金属管内にシートを加工して接着，またはパイプ

を挿入するものが主流であるが，電磁流量計では，溶

融樹脂を注入・成形する方法（射出成形法）が主流で

ある。当社PFAライニングも射出成形であり，継ぎ

目のない一体成形である。成形完了後の一例を，図3

に示す。

表2は，一般樹脂成形とPFAライニングの違いにつ

いて示す。一般の樹脂成形（射出成形法）では，一つの

金型で連続的・多量に成形を行い，成形サイクルは数

秒～数分である。PFAライニングでは，多品種少量

生産のためと，外段取りで加熱完了した金型を成型

機に投入するため，毎回金型を交換する方式である。

なお，型交換段取り時間は数十秒である。成形サイク

ルは樹脂の溶融粘度・温度が高いため，10～60分と

一般樹脂成形よりもはるかに長い。

当社成型機の構造について，図4に示す。

製造工程は，次の様に5段階から成る。

  ①型組：金型に測定管（SUS製）を組み込む。

  ②金型予熱：樹脂融点以上に金型を加熱する。

  ③樹脂注入：射出成型機で溶融樹脂を金型に注入する。

  ④冷却：常温まで金型を冷却する。

  ⑤仕上げ加工：成形品の端面を切削加工する。

図2　電磁流量計検出器の構造

表1　各種ライニングの特徴
材　質 特　徴 

フッ素樹脂PFA 
 
 

ポリウレタンゴム 
 

軟質天然ゴム 

EPDMゴム 

 
セラミック測定管 

・耐薬品性， 耐熱性に優れる 
・表面滑度， および耐付着性に優れる 

・耐磨耗性に優れる 
・耐熱性及び耐薬品性はなく， 水を中心としたスラリー液体や， 
泥水， 海水等に適合 

・スラリーに対する磨耗が少ない 

・耐オゾン性に優れる 

・耐磨耗性に優れる（ポリウレタンの10倍以上） 
・耐熱性， 耐圧性に優れる 
・高温の高濃度アルカリ・燐酸・フッ酸・フッ素化合物は不可 

図3　PFAライニング成形品（フランジ型の例）

成形方法 

樹脂融点 

溶融粘度 

成形時間 

金型温度 

金型温度調整 

PFAライニング 

アウトサート成形 
毎時型交換 

305～315℃ 

104～105 ポイズ 

10分～60分 

樹脂融点以上 

多系統独立 

一般樹脂成形 

金型自動開閉 
連続運転 

100～250℃ 

102～103 ポイズ 

5秒～5分 

常温～200℃ 

一律一様 

表2　PFAライニングと一般樹脂成形の違い
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横河蘇州工場 
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回転させる 
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（2）PFAライニングの製造管理ポイント

当社のPFAライニングは，紙･パルプ，薬品等の使用

状況の厳しいプラントで数多く使用されている。そ

こで，PFAライニングに求められる品質は，耐薬品

性，耐熱性，耐付着性（表面粗さ）である。特に耐薬品・

耐熱性については，独特の製造技術でクラックの原

因となる内部応力や内在気泡を減らし，過酷な条件

下での使用でも高い信頼を得ている。

これらの仕様を実現するために，成形設備，金型の改

良と成形条件設定の試行錯誤を重ねた後，現在にい

たっている。PFAライニング製造での重要管理ポイ

ントは，成形温度（樹脂･金型温度）と，金型冷却制御

（冷却時期・温度）樹脂圧力制御である。その概要を以

下に示す。

　・成形温度は可能な限り低く設定し，PFA樹脂の熱劣

化を少なくすること。

　・成形中の金型温度は，樹脂融点以上に均一に保つこ

と。（ウエルドラインとショートショット防止）

　・高精度冷却を行うため，金型内部に複数の冷却回路

を設け，各々独立した冷却制御を行うこと。

　・冷却制御と同期した樹脂圧力制御を行うこと。

3.2 ポリウレタンゴムライニング

ポリウレタンとは，一般的には，クッション材・繊維（衣

（図6）。金型が両端の面板だけで済むため，面間寸法の違

いにフレキシブルに対応できる。また，ライニング表面が

自由表面となるため，鏡面状態を得易い利点がある。もち

ろん，この工法も，継ぎ目のない一体成形である。

（1）ポリウレタンゴムライニングの工程

当社では，原料の処理から仕上げまでを社内一貫工

程で行い，次の様に6つの工程から成る。

  ①原料前処理：原料中の溶存ガスを真空脱泡する。

  ②測定管前処理：内面に接着剤を塗布する。

  ③原料混合注入：主剤と硬化剤を混合，重合反応させ，

回転する測定管内面に原料を流し込む。

  ④架橋：保温しながら硬化・架橋反応を完結させる。

  ⑤仕上げ加工：成形品のバリを除去する。

（2）ポリウレタンゴムライニングの製造管理ポイント

ポリウレタンゴムライニング成形での重要管理ポイ

ントは，いかに注入時に巻き込んだ気泡を除去し，化

学反応（硬化・架橋）を安定させるかである。その概要

を以下に示す。

　・原料の特性上，保管は乾燥状態を保つこと。

　・均一で滑らかな原料の混合・攪拌を行うこと。

　・原料に巻き込んだ気泡を除去するため，適切な回転

速度を設定すること。

　・原料処理・硬化・架橋反応の温度を適正に管理する

こと。

図4　PFAライニング成型機の構造

図6　遠心注型原理図図5　ポリウレタンゴムライニング成形品（口径2200 mm）

類）等に用いられている柔

軟で強靭な樹脂である。

当社のポリウレタンゴム

ライニングは電磁流量計

全体の5％程度であるが，

図5の様な大口径サイズ

（内径500～2600 mm，）で

はほとんどを占め，上下

水道などのプラントで広

く使用されている。

当社のライニングの成

形は，遠心注型法である
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4．セラミック測定管

セラミック測定管はセラミックス自体で絶縁性があり，

絶縁性測定管となっている。当社では，材料には強度と耐

久性に優れた99.9％のアルミナを使用している。言うまで

もなく，“ワレモノ”ではあるが，一般の陶磁器とは大き

く異なり，鋼材（SS400）と同等の引張強度を有している。

当社のセラミックパイプは電磁流量計全体の10％であ

るが，卓越した耐磨耗と耐熱性を持つため，PFAライニ

ングではカバーできない分野での適用が増えている。

当社のセラミックパイプが持つ他社にはない大きな特

長は，測定管本体と電極部を一体で成形し，焼成した「白

金アルミナサーメット電極」である（図7）。電極部のアル

ミナと測定管本体のアルミナが焼結でつながっているた

め，電極部シール漏れの心配が全くない。

（1）セラミック測定管の製造工程

当社では，原料の調合から焼成・仕上げまでを社内一

貫工程で行い，次のように6つの工程から成る。

  ①原料調合・造粒：アルミナ粉末に接着剤を混合し，顆

粒化する。

  ②電極形成：アルミナ顆粒と白金粉末を混合し電極を

形成する。

  ③ CIP成形：冷間静水圧等方加圧成形（CIP），原理を図8

に示す。

  ④切削加工：焼成収縮率を予測し，旋盤切削する。

  ⑤焼成：焼成により，十数％収縮する（図9）。

  ⑥仕上げ・検査：全数熱衝撃試験を行う。

（2）セラミックパイプの製造管理ポイント

セラミックパイプの製造での重要管理ポイントを，

以下に示す。

　・セラミックパイプの強度を確保するための最適造粒

条件を確立すること。

　・白金含有率を適正に設定すること。

　・均一で滑らかなCIP成形を行うこと。

　・焼成収縮率を正確に予測し，切削加工にフィード

バックすること。

　・全数熱衝撃試験を実施すること。

これらにより，高信頼性と低コスト化を可能にして

いる。

5. お わ り に

電磁流量計の生産工場は，‘グローバルNo.1’を目標に

日本から中国・蘇州に移転し，量産安定工場として，コス

トダウンと品質向上を推進している。

一方，日本では新製品開発とコア技術の発展を狙い，新

ライニング技術の開発と新設備の開発に取り組んで行く

所存である。
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図8　CIP成形原理図

図7　白金アルミナサーメット電極 図9　セラミック焼成収縮
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