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マルチバリアブル伝送器EJX910
EJX910 Multivariable Transmitter

差圧計，圧力計，温度計，流量演算器の機能を1台に搭載して省スペース性かつ高機能化を実現したEJX910

マルチバリアブル伝送器を開発した。この伝送器は独自の演算方法を採用することで質量流量演算周期100ミリ

秒を実現した。またレイノルズ数補正アルゴリズムを採用するなど，全ての流量演算パラメータを最適化するこ

とにより，1%という高い質量流量精度を実現した。さらに対応アプリケーションとしてはオリフィス，ノズル，

ベンチュリ管などの多数の絞り機構や一般流体，蒸気表，天然ガスなどの広範囲の流体種に対応している。質量

流量演算の際必要となる絞り機構や流体情報等のアプリケーション情報は，PC上で動作する流量パラメータ設定

ツール（EJXMVTool）を使用して入力し，フィールド通信により伝送器にダウンロードする。英国の天然ガステ

ストラインにおけるフィールドテストでは，質量流量測定精度として1％を満足する良好な結果が得られている。
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We have developed the EJX910 multivariable transmitter, an all-in-one instrument that integrates the

functions of a differential pressure transmitter, a pressure gauge, a thermometer and a flow computer,

while featuring high performance and space-saving design. The transmitter employs a unique flow rate

calculation method, achieving a mass flow calculation cycle of 100 milliseconds. By adopting a Reynolds

number compensation algorithm, etc., all flow calculation parameters were optimized and a mass flow

accuracy rate as high as 1% was achieved. Furthermore, EJX910 complies with a wide range of primary

devices, including orifices, nozzles and venturi tubes, and various types of fluid, including general fluids,

steam tables, and natural gas. Application information, such as the primary devices and fluid data required

for mass flow calculation, is input using the EJXMVTool, a mass flow parameter configuration tool that

runs on a PC and is downloaded to the transmitter by means of field communication.  A field test performed

on a British natural gas test line showed an excellent mass flow measurement accuracy of 1%.

図1　EJX910の外観

1. は じ め に

差圧式流量計においてオリフィス，ノズルなどの絞り

機構を用いて質量流量を求める場合，通常の差圧伝送器

の差圧出力に加えて，流体密度補正のため上流側圧力（静

圧），流体温度も測定して質量流量の演算を行う。従来，こ

のような場合差圧伝送器，圧力伝送器，温度変換機，流量

演算器が個別に必要であった。2004年に開発した差圧伝

送器DPharp EJXシリーズでは，シリコンレゾナントセ

ンサを進化させたマルチセンシング機能により，差圧と

静圧を同時に測定できる。今回，このシリーズの機能を活

用した新機種として，差圧計，圧力計，温度計，流量演算

器の機能を1機種に搭載して，省スペース性かつ高機能化

を実現したEJX910マルチバリアブル伝送器を開発した。
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この伝送器の質量流量演算は，レイノルズ数補正アルゴ

リズムを採用するなど，全ての流量演算パラメータを最

適化することにより，高精度な質量流量計測を実現して

いる。本稿では，主にマルチバリアブル伝送器の特長の一

つである質量流量演算関係の機能に関して紹介する。

図1に，EJX910の外観を示す。

2. 特　　長

EJX910マルチバリアブル伝送器は，一台で差圧計，圧

力計，温度計（温度センサ外付け）の機能を有し，伝送器自

身による流体密度補正機能と PC 上の流量設定ツール

EJXMVToolにより，高速・高精度な質量流量計測が可能

である。また，対象アプリケーションとして，多数の流量

規格と広範囲な流体種に対応している。この他，積算流量

計測，多数のプロセス変数（差圧，静圧，温度など）を利用

する各種診断にも，使用可能である。

3. 質量流量の演算機能

図2は，プロセスに設置されたオリフィスと温度センサ

から，質量流量を計測する例を示す。EJX910は，プロセ

ス中に置かれたオリフィスの上下流の差圧，上流側圧力

（静圧），流体温度を測定する。さらに，これらの測定値か

ら質量流量を演算する。

図3に，質量流量計測システム構成を示す。流量演算に

必要なアプリケーション情報（絞り機構・流体情報）は，

PC上の流量パラメータ設定ツールEJXMVToolを使用し

て入力し，伝送器の解釈可能なパラメータに変換した上

で，フィールド通信により伝送器にダウンロードする。

図4に，EJX910とEJXMVToolからなる質量流量計測

システムのブロック図を示す。EJX910 で測定された差

圧，静圧，温度は，プロセス変数として直接出力すること

が可能である。さらに，以下の演算式に基づいて流体密度

の補正演算を行い，質量流量を算出する。

その際，伝送器の演算負荷が最小になるような独自の

演算方法を採用することで，流量演算周期100ミリ秒を実

現している。簡易な流量演算方法では，（1）式のパラメー

タを固定値として扱うため，図5に示すように，大きな質

量流量演算誤差が生じる。本器では，動的に変化するパラ

メータを用いてリアルタイムに最適な演算することによ

り，1%という高い流量精度を実現している。即ち，流出

図2　オリフィスの場合の質量流量計測の例 図4　質量流量計測システムブロック図
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係数（C）については，変動する測定値からレイノルズ数補

正を行う。ガス膨張補正係数（ε）については，気体の断熱

膨張による影響を補正する。密度（　）については，静圧，

温度から密度補正を行う。

4. 対応アプリケーション

このマルチバリアブル伝送器で対応できる絞り機構は，

オリフィス，ノズル，ベンチュリ管のそれぞれにおいて，

多数の流量規格に対応している。また，流出係数とガス膨

張補正係数を任意の値に設定する固定モード設定も可能

である。

流体は，次のような広範囲な流体種に対応可能である。

（1）一般流体（気体，液体）

12種類の流体に対応している。世界的に幅広く使用

されているDIPPR®の物性データベースを使用してい

る。

（2）蒸気表

各国（JSME, ASME等）の蒸気表の標準であるIAPWS-

IF97 Water and Steam （1997）に対応している。

（3）天然ガス

次の，標準的な天然ガス演算規格に対応している。

AGA8. Detail Characterization Method

Gross Characterization Method 1

Gross Characterization Method 2

ISO 12213:1997 First edition 1997-12-01

Part 2: molar-composition analysis

Part 3: physical properties

（4）カスタム流体

ユーザーの保有する物性値の設定が可能である。

5. 流量設定ツールEJXMVToolの構成

質量流量アプリケーション情報の設定で使用される流

量パラメータ設定ツールEJXMVTool のソフトウエア構

成を，図6に示す。

（1）流量パラメータの設定機能

絞り機構や流体などのアプリケーション情報など，

（1）式に示される流量演算パラメータを設定するため

の対話式のグラフィック画面から構成されている。

また，自動的に伝送器形式へのパラメータ変換が行

われるので，簡単な設定が可能である。

（2）流量パラメータの管理機能

流量パラメータのファイル保存，伝送器とのアップ

ロード，ダウンロード，伝送器によるパラメータ演算

結果の取得，レポート出力等を行う。

（3）汎用パラメータの管理

レンジ，単位等の汎用パラメータの設定を行う。

（4）物性データベース

流体密度，粘度などの演算の際に必要な物性データ

ベースを搭載している。

（5）フィールド通信サーバー

さまざまなフィールド通信方式への対応を容易とす

るために，統合機器管理ソフトウエアパッケージ

PRM（Plant Resource Manager）で使用されている

フィールド通信サーバーを組み込んでいる。

6．アプリケーション情報の設定の流れ

以下に示すように，EJXMVTool の操作画面はアプリ

ケーションに関連付けて設計されている。

（1）絞り機構情報の設定

図7に示すように，オリフィスなどの絞り口径や配管

径，材質の設定を行う。

（2）流体種類の選択

測定流体を選択する。

（3）天然ガス組成情報の設定

天然ガスに関する組成情報の設定を行う。

図5　パラメータ固定と最適演算の質量流量誤差の比較
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（4）流体の圧力，温度範囲の指定

密度等の演算の際必要となる，流体の圧力，温度範囲

を指定する。

（5）流体密度・粘度の設定

図8に示すように，流体密度や粘度の値を，この画面

で確認して設定する。カスタマイズも可能である。

（6）アプリケーション情報のダウンロード

ユーザーが入力した絞り機構情報，流体情報を，伝送

器専用の内部形式に変換した上で，伝送器へのダウ

ンロードを行う。

（7）流量のシミュレーション演算

ダウンロードした結果の確認のため，図9においてセ

ンサ入力を模擬入力とした状態で，伝送器による質

量流量演算シミュレーション結果の確認を行う。

（8）実際のプラントでの流量演算の確認

図9において，各センサ入力を実入力とした状態で，

実操業状態の流量演算結果の確認を行う。

7. フィールドテスト結果

英国の天然ガステストラインにおいて実流試験を行っ

た結果を，図10に示す。質量流量測定精度として，1％を

満足する良好な結果が得られている。他の実流試験にお

いても，ユーザーからの高い評価が得られている。

8. お わ り に

次のステップとして，さまざまな絞り機構，各種流体へ

の適用を拡大しながら，マルチバリアブル伝送器を用い

た質量流量計測の経験を深めていきたい。

さらに，質量流量計測以外にもレベル計測，多変数測定

によるプロセス診断など，今後多様なアプリケーション

にも展開していく所存である。
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図9  流量パラメータの演算結果の確認

図7　絞り機構情報の設定

図10　天然ガスの実流試験結果
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図 8　流体密度・粘度の設定


