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デジタル信号処理を適用した渦流量計 “digitalYEWFLO”

A Vortex Flowmeter with Digital Signal Processing "digitalYEWFLO"

YEWFLOスタイルEを進化させた新渦流量計“digitalYEWFLO”を開発した。当社独自の信号処理であるSSP

（Spectral Signal Processing）を搭載することにより，常に運転状況を監視して最適な測定条件へ自動調整を行

い，安定した流量測定ができるようにした。また，信号処理回路のデジタル化によりゲートアレイを用いたコ

ンパクトな変換器を設計した。更に渦発生体形状の見直しにより，精度を指示値の±1 %から指示値の±0.75%

（液体）に向上させた。本稿では，SSPの回路構成と信号処理アルゴリズムについて述べる。
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We have developed "digitalYEWFLO", which is an evolutional model of "YEWFLO style E". We have

adopted the original signal processing;SSP (Spectral Signal Processing). SSP analyzes the fluid condi-

tions and excecutes the optimum adjustment for its application automatically to maintain stable flowrate

measuring. We designed the Gate Array and made the converter more compact by taking digital signal

processing. Furthermore, we have improved the accuracy of flowrate measuring by renovating the

critical dimensions of shedder bar.

We describe the construction and algorithm of SSP.

図１　digitalYEWFLOの外観

1. は  じ  め  に

1979年に製品化された“YEWFLO”は，スタイルAから

Eと機能向上を続けてきた。また，気体，蒸気の質量流

量が測定可能な“MASS YEWFLO”，液体用として振

動，詰まりに強く，オンラインセンサリプレースを可能

とした超音波によって渦信号を検出する“U L T R A

YEWFLO”も発売されており，全世界での販売実績は

20万台を超えている。

今回，“YEWFLOスタイルE”の後継機種として，検出

器は実績あるスタイルEのデザインを踏襲し，S S P

（Spectral Signal Processing）を適用した変換器を搭載し

た“digitalYEWFLO”を開発した。

SSPとは，ハードウエアのスペクトル分析器とソフト

ウエアにより，渦信号測定を最適な状態に制御する当社

独自の信号処理の名称である。

図１にdigitalYEWFLOの外観を示す。

2. 原　　理

渦流量計は，流れの中に置かれた渦発生体の後流に生

成されるカルマン渦の周波数から流量を測定する原理の

流量計である。渦周波数fと体積流量Qには，以下の関係

がある。

f = K・Q　　K：Kファクタ

YEWFLOでは渦信号の検出に，図２に示すように２つ

の圧電素子を用いた応力検出方式を採用している。
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渦流量計の実際の設置においては，渦信号以外に振動

ノイズや脈動ノイズのような様々なノイズが圧電素子出

力に重畳されている。

２個の圧電素子を素子1，素子２とし，発生する電荷を

それぞれQ1，Q2とすると，Q1，Q2は次の式で表される。

Q1 ＝　S1 ＋ N1　　　（1）

Q2 ＝－S2 － N2　　　（2）

ここで，S1，S2は渦信号成分，N1，N2は振動ノイズ成分

によって発生する電荷を示す。

（1） ＋ （2）×N1/N2を計算すると

Q1 ＋ N1/N2・Q2 = S1 － N1/N2・S2　　　（3）

となり，S1/S2 ≠ N1/N2　であれば，ノイズ成分は除去さ

れて，渦信号成分のみとなる（1）。

以降，“N1/N2”をノイズ比と呼ぶ。

ノイズ比が一定であれば，（3）式によって，ノイズ成分

を除去することができる。しかし，実際の稼働状態にお

いて，振動の状況は異なり，ノイズ比も微少に変化す

る。よって，YEWFLOの信号処理機能を向上させるため

には，ノイズ比の変化に追随し，渦信号以外の周波数成

分を効率的に除去する信号処理が必要になる。

3. 構　　成

3.1 検  出  器

検出器部分は，YEWFLOスタイルEから渦発生体の形

状を見直し，液体の場合の精度を指示値の±1%から±

0.75%に向上させた。実績のある構造と，堅牢な特長を受

け継いでいる。変換器との取り合い部分の構造は変えて

いないので，YEWFLOスタイルEとの互換性がある。

3.2 変  換  器

図３に変換器の信号処理部分の回路構成を示す。

digitalYEWFLOでは信号処理を全てデジタル化した。

よって，加算器，フィルタやシュミットトリガなど，従

来アナログ処理していた信号処理回路を全てゲートアレ

イ内部に実装することが可能となり，部品点数を少なく

し，変換器をコンパクトにすることができた。

２枚の圧電素子から検出された電荷は，チャージコン

バータとA/Dコンバータにより，デジタルデータに変換

される。

スペクトル分析器１～３は複数のローパスフィルタ，

ハイパスフィルタの組み合わせで構成されており，渦周

波数の帯域を数個のサブバンドに分割する（図４）。デジタ

ルデータに変換された入力信号は，スペクトル分析器に

より，サブバンド毎の信号強度（振幅値）に変換される。

加算器はA/Dコンバータ1，2の出力を，CPUから設定

図２　検出器の構造

図３　信号処理部構成
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されたノイズ比で加算する。（（3）式の実行）

更にスペクトル分析器３では，設定された条件に従っ

て信号の存在するバンドを検出し，最終的なバンドパス

フィルタを制御する。

バンドパスフィルタの出力は，シュミットトリガ回路

でパルス化された後，CPUにて周波数計算され，各種補

正演算が加えられて，出力回路より4～20 mAアナログ出

力，もしくは接点出力として出力される。アナログ出力

と接点出力は，同時出力が可能である。

加算器でのノイズ比やトリガレベルは，YEWFLOスタ

イルEではアナログスイッチの切り換えで行っていた

が，digitalYEWFLOではデジタル信号処理することで，

より高分解能な設定が可能になった。

3.3 表  示  器

図５にLCDのセグメントを示す。digitalYEWFLOの表

示器は次の特長を持つ。

・２段表示として，１画面での表示情報を多くした。

上段：瞬時流量もしくは％表示

下段：積算値表示

いずれも単位表示付き

・エラー発生時には，エラー番号を表示する。

・“CHECK Flow”，“CHECK Vibration”の診断メッセー

ジの表示を行う。

・３つの設定キーで各種パラメータの設定が行える。

　この場合，上段にパラメータ番号，下段に設定値が表

示される。

・90°ずつ３方向に取り付けることが可能である。

3.4 ソフトウエア

YEWFLOスタイルE，ULTRA YEWFLOといった今

までの機種と同様の機能としては，測定流体に応じたパ

ラメータの設定と回路の設定，渦周波数の計算，アナロ

グ出力回路の設定，パルス出力のスケーリング，補正演

算，自己診断機能等がある。

今回新たに次の機能が追加された。

・流量の有無にかかわらず，自動で最適なノイズ比を算

出し加算器へ設定する。（YEWFLOスタイルEでは，

マニュアルでのノイズ比設定しかできなかった。）

・検出器渦発生体部の詰まり（Clogging）の判定

・過渡振動（Transient Noise）の判定

・異常振動（High Vibration）の判定

・流量ふらつき（Fluctuating）の判定

4. 信  号  処  理

digitalYEWFLOの信号処理の最大の特長であるSSP

（Spectral Signal Processing）について述べる。

２つの圧電素子からのデータは，渦信号と振動，脈動

等のノイズ成分が混在しており，A/Dコンバータでデジ

タル化された後，スペクトル分析器１，2 においてスペ

クトル分析される。その結果，各バンド毎の信号強度が

出力される。

信号処理フローを図６に示す。

スペクトル分析器１の信号強度出力が最大のバンドに

おける出力比（分析器１出力／分析器２出力）を計算す

る。分析器の出力比が口径毎に決められたある値（例えば

50Aでは1.1）より大きければ渦信号，小さければノイズと

判定される。渦信号であると判定した場合には詰まりの

判定を行う。その後，信号強度の大きい順に他のバンド

でも出力比を計算して，ノイズが存在するバンドを検索

する。ノイズが存在すると判定された場合には，その比

をノイズ比として加算器に設定する。

信号強度出力が最大のバンドでの出力比がノイズであ

ると判定された場合には，その値をノイズ比とする。

以上の処理はソフトウエアにより行われる。

ノイズ比が設定された加算器においては，（3）式の計算

が行われ，２素子の出力が加算される。加算された信号

から，渦信号のスペクトル分析をスペクトル分析器３で

行う。スペクトル分析器３の信号強度出力の分布例を

図７に示す。SB1からSB6はスペクトル分析による各サブ

図４　帯域分割フィルタ 図５　LCD表示内容
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図６　信号処理フロー

図７　スペクトル分析
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図に示すように，渦周波数に対する最低の感度曲線は

あらかじめ判っているので，信号強度がこの感度曲線を

越えたバンドの内，最も大きいバンドに渦信号が有ると

して判定する。

この例で，信号強度はSB2＞SB5であるが，SB2は感度

曲線以下なので，ノイズと判定され，SB5が渦信号と判

断される。最終的には渦信号と判定されたSB5が存在す

るバンドを中心に，バンドパスフィルタが構成される。

バンドパスフィルタの制御はハードウエア（ゲートアレ

イ）で行っている。

振動ノイズが異常に大きい場合には，（3）式実行後もノ

イズ成分が十分に減衰せず，ノイズと判定されたSB2が

最低感度曲線を越えて出力される場合がある。このよう

な場合，ソフトウエアが異常振動の判定を行う。（図６の

フローチャートの右ルート参照）

5. お  わ  り  に

今回開発したdigitalYEWFLOは，YEWFLOスタイルE

の堅牢な検出器を基本に精度を向上させた。変換器は，

信号処理をデジタル化することにより，ゲートアレイ内

部に主要な回路を納めてコンパクトにした。更にソフト

ウエアで，常に最適な測定状態をコントロールすること

により，設置後の初運転時の調整作業を軽減すると共

に，通常の流量測定においても安定性を向上させた。更

に診断機能を充実させ，メンテナンス性の改善を図っ

た。digitalYEWFLO変換器は，YEWFLOスタイルE検出

器とも接続性を持つよう設計されているので，既設の

YEWFLOの変換器の機能をdigitalYEWFLOに交換する

ことも可能である。

今後は温度計を搭載し，マルチバリアブルにも対応し

た機種にしていく。
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*YEWFLO，digitalYEWFLOは横河電機（株）の登録商標です。


