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横河電機は，新しい電磁流量計 ADMAG TI （Total Insight） シリーズを開発した。ADMAG シリーズに，新たに

トータルサポート力を意味する “Total Insight” コンセプトを採用し，機種の選定から運転・メンテナンスを含め

た製品のライフサイクルを総合的にサポートする。今回，AXG と AXW の２機種をラインアップし，各種アプリ

ケーションに対応させた。特にお客様からのご要望が多い振動環境での耐久性改善と，通常運転時やメンテナン

ス時に要求される診断機能を強化することでメンテナンス性を向上させた。本稿では，これら ADMAG TI のキー

テクノロジーについて紹介する。

Yokogawa has developed the ADMAG Total Insight (TI) series magnetic flowmeter. Under the 
new Total Insight concept, Yokogawa supports the magnetic flowmeters of this series throughout 
their lifecycle. Currently, the AXG model and the AXW model are available for various 
applications. Their ease of maintenance has been improved by increased resistance to vibrations 
and an enhanced diagnosis function required for steady operations and maintenance. This paper 
describes the core technologies implemented in the ADMAG TI series magnetic flowmeter.

1. はじめに

1988 年，当社は高品質，高性能，高安定の技術を併
せ持つ二周波励磁方式を世界で初めて採用し，流体ノイ
ズに対する安定出力，高速な出力応答，ゼロ点の安定性
を向上させた電磁流量計 ADMAG シリーズを製品化した。
ADMAG シリーズは，その後，一体形防爆電磁，容量式
電磁，２線式電磁などファミリー機種を加え，アプリケ
ーション領域を拡大しながら今日に至っている (1)。

当社は，機器の選定から設定，運転，メンテナンス性
向上，異常解析，次世代への仕様拡張といった機器のラ
イフサイクルを総合的にサポートする「Total Insight」コ
ンセプトを掲げて，次世代フィールド機器の開発を進め
ている。本稿では，Total Insight コンセプトを実現した
ADMAG TI シリーズに，新たに追加されたキーテクノロ
ジーを中心に紹介する。

2. 主な特長

本章では，製品化した ADMAG TI シリーズの主な特
長 を 示 す。ADMAG TI シ リ ー ズ の 外 観 を 図 1 に 示 す。 

図 1 ADMAG TI シリーズ外観
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2.1 「Total Insight」の導入
当社の次世代フィールド機器の共通コンセプト「Total 

Insight」を，コリオリ式質量流量計 ROTAMASS TI シリ
ーズに続き，ADMAG TI シリーズにおいても採用した。
両シリーズとも，共通のプラットフォームを基盤とした
設計を行い，開発の効率化を実現しながら，それぞれの
特長や特性を活かした製品となっている。両シリーズの
製品は，共にライフサイクルを総合的にサポートしてい
くことで，次世代フィールド機器「Total Insight」とし
て連携していく。

2.2 主な仕様と特長
本節では，ADMAG TIシリーズの仕様と特長を説明する。

（1）ADMAG TI　２機種のラインアップ
異なる２種類の用途に合わせて，AXG と AXW の２
機種をラインアップ

(a) AXG
用途：  高精度が要求されるプロセス，及び高濃度ス

ラリーなど難易度が高いアプリケーション
口径：  2.5 ～ 500 mm（PFA），2.5 ～ 200 mm（ セ

ラミック）
(b) AXW

用途：  一般的な水の測定など，安定した測定ができ
るアプリケーション

口径：  25 ～ 1000 mm（PTFE，ポリウレタン，天
然硬質ゴム，天然軟質ゴム）

（2）高精度化（高精度仕様品のみ）
常用流量域精度 ± 0.15% of rate を実現

（3）耐振性の向上
振動環境の解析を通して構造を強化して耐振性を向
上させ，アプリケーションを拡大

（4）ライニングフレア径の拡大
ライニングと配管の接合部面積を拡大することによ
り，液漏れ対策を実施

（5）豊富な入出力
電流入力・出力，パルス出力，ステータス入力・出
力から，最大４点を選択

（6）メンテナンス性向上
診断機能の強化，及び内蔵ベリフィケーションによ
る健全性診断，流体ノイズ診断，低導電率診断，電
極異常診断，コイル絶縁診断，ケーブル接続診断を
新規搭載（一部機能は，AXG のみ）

（7）操作・監視機能向上
プロセストレンド表示，内蔵メモリや micro SD カ
ードによるデータバックアップ（ストア），復元（リ
ストア）機能，及びデータロギング機能を搭載

3. ADMAG TI のキーテクノロジー

本章では，ADMAG TI の振動環境における耐久性改善

や，強化された診断機能についての７つのキーテクノロ
ジー（耐振性の向上，内蔵ベリフィケーション，流体ノ
イズ診断，電極異常診断，コイル絶縁診断，ケーブル接
続診断，トレンド機能）について述べる。

3.1 耐振性の向上
電磁流量計の推奨設置場所は，振動の少ない環境であ

る。しかし，実際はお客様の配管にインライン計器として
設置されるため，ポンプや流体による配管振動の影響を
避けることは難しく，耐振性向上の要求は非常に大きい。

電磁流量計の構造は，図 1 に示したように，一体形と
分離形に分けられる。一体形は，変換器と検出器を図 2
に示す NECK と呼ばれる部品で接合する構造であり，分
離形はそれぞれが分離している構造である。電磁流量計
は配管に固定されるため，配管振動の影響を受けやすく，
特に一体形では変換器が大きく振動してしまうことがあ
る。このため，振動が多い場所では，ケーブルの追加コ
ストがかかる分離形を設置する必要があった。

図 2 一体形の構造と NECK

変換器の耐振性を向上させる設計を行うため，まず，
耐振性の評価手法を従来の正弦波振動からランダム振動
に変更した。これは，お客様のプラントでは，振動の周
波数成分が広い帯域を持っていることがわかったからで
ある。また，正弦波振動では，限定された部品の共振点
でしか耐振性を評価できず，電子部品等も含めた電磁流
量計全体としての耐振性を確実に評価できないことも，
評価手法を変更した理由である。

従来の構造では，実際にお客様の配管振動を超えた大
きさのランダム振動を加えると，変換器内のプリント基
板が共振することによる電子部品の破損，部品同士の擦
れによる摩耗が確認された。

ADMAG TI では，図 3 のように変換器のアンプ部を４
方向から確実にケースに固定する構造を採用し，振動に

変換器

検出器

NECK
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よる影響を少なくした。また，摩耗が発生する部分に緩
衝材を設けるなどの対策を行った。この結果，同一のラ
ンダム振動条件において，ADMAG TI 変換器の構造は，
従来の構造と比較して 1.5 ～ 2.7 倍の耐振性を実現した。
耐振性の向上により，一体形のアプリケーションの範囲
を飛躍的に広げることができた。

図 3 アンプの固定

次に，一体形の変換器と検出器を接合する NECK 部に
注目する。検出器は配管に固定されるため，配管振動が
発生すると，変換器が振られ，NECK と検出器の接合部
に大きな応力が発生する。そのため，NECK の形状を工
夫し，振動によって生じる応力に耐えられる構造に設計
する必要がある。NECK は，口径やプロセス接続により
十数種類の形状があり，全ての形状で耐振性を確保する
ことが，設計上の課題となっていた。

ADMAG TI の開発では，有限要素解析を活用し，４種
の代表的な形状の NECK について，固有振動数と NECK
と検出器の接合部に印加される応力を解析した。合わせ
て，実際に振動試験を実施した。この結果を基に，残り
十数種類の NECK の耐振構造設計を行い，振動試験サン
プル数を 1/3 以下に抑え，効率的に設計・評価を行える
ようになった。有限要素解析の結果例を，図 4 に示す。

図 4 有限要素解析の結果例

3.2 内蔵ベリフィケーション
開発した ADMAG TI シリーズは，ライフサイクルを意

識した製品となっている。将来のメンテナンス時に有効
に活用できる機能として，健全性を機器単独で確認でき
る内蔵ベリフィケーションを標準で装備した。機器の健
全性の判断にはノウハウが必要であり，これを外部機器
の接続なしで実行できる機能が，内蔵ベリフィケーショ
ンである。結果の判定は，フィールドで培った経験を定
量化して判断し，また判定が難しい項目は新たに機能を
追加して正確な判定ができるようにしている。この内蔵
ベリフィケーション機能は，他社に先行した技術で，優
位性の高い独自の機能となっている。本機能は，次の５
つの項目を診断した結果を提供する。図 5 に，実際の実
行画面と結果画面を示す。

（1）磁気回路の健全性診断
（2）励磁回路の健全性診断
（3）演算回路の健全性診断
（4）機能ステータス診断
（5）接続ステータス診断

図 5 内蔵ベリフィケーションの表示画面

内蔵ベリフィケーションには，“ 流量有り ” と “ 流量無
し ” の２種類の診断モードがあり，各モードに最適な条
件で診断を実施している。両方のモードで診断を実施す
ることを推奨しているが，片方のモードのみであっても
診断内容は有効である。

次に，５つの診断項目について説明する。
（1）磁気回路の健全性診断

検出器側の磁気回路の健全性を診断する機能であ
る。“ 流量有り ” と “ 流量無し ” とで検査する項目が
異なる。“ 流量有り ” では二周波の特徴である LOW
流量値と HIGH 流量値の差異から判断する。“ 流量
無し ” では，ゼロ点の変動から判断する。また，電
極電位，電極抵抗，コイル電流，及びコイル抵抗の
値により判定している。

（2）励磁回路の健全性診断
励磁回路全体の健全性を診断する機能である。励磁
電流，コイル抵抗，コイル絶縁の値により判定して
いる。

固定 ねじ
4カ所

アンプ部

NECK と 検出器の接合部

診断の結果

それぞれの回路の正常，
異常はシンボルで表示



X

診断している個所を表示

実行時間 正常

異常

（a) 実行画面 （b) 結果画面
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（3）演算回路の健全性診断
変換器部の演算回路の健全性を診断する機能であ
る。“ 流量有り ” と “ 流量無し ” とで実施項目は異な
るが，主に電極電位，接液抵抗，励磁電流による演
算回路チェック，簡易リニア試験（詳細は後述する）
から健全性を判定している。

（4）機能ステータス診断
現在発生しているアラーム，及び過去に発生したア
ラームから健全性を診断する機能である。

（5）接続ステータス診断
ケーブル誤配線の結果から健全性を診断する機能で
ある。詳細は，3.6 節を参照のこと。

内蔵ベリフィケーション機能の導入で，新たに追加し
た診断機能の特徴的な一例として，簡易リニア試験の動
作原理を紹介する（図 6）。ここでは，説明を簡単にする
ため，電極 A 側のみで説明する。

なお，この機能は，AXF シリーズで採用した電極絶縁
物付着診断を応用した技術で，電極部から演算回路まで
のリニアリティを検査する手法である。従来は，キャリ
ブレータ等を使用して検査していた入出力検査を，通常
の設置環境で簡易的に検査できる方法となっている。

図 6 診断の説明図

動作原理は次のようになっている。
① A-C 間に電流 I0 を流し，A-C 間電圧を V0 とする。
② A-C 間に電流 I1 を流し，A-C 間電圧を V1 とする。
③ R が一定の場合，I1/I0 ≒ V1/V0　となる。

この関係式を用いて，電極からの信号が許容値範囲内
にあるかどうかで健全性を判定する。

ここで紹介した内蔵ベリフィケーション機能を，お
客様が購入後に活用することで，メンテナンス時の費用
削減や，問題発生時の早期解決の一手段として役立つ
ことを期待している。また，当社 FieldMate と FSA130 
ADMAG TI ベリフィケーションツール（別売り）を組み
合わせることで，さらに健全性診断結果の保存やレポー
ト化する機能を追加することも可能である。

3.3 流体ノイズ診断
お客様からの要求の中には，気泡の混入や，スラリー，

電極腐食など，流体ノイズを検知したい，というものが
多い。通常，流体ノイズの周波数特性は，図 7 に示すよ
うに，周波数が高くなるほどノイズレベルが小さくなる
1/f 特性がある (2)。二周波励磁方式は，流体ノイズの影
響が小さい高周波と，ゼロ点の安定が得られる低周波の
両方の利点を利用している。この特徴を活かして，無励
磁の部分に着目した測定方法を開発した。これにより，
流体ノイズの影響を比較的受けやすい低周波成分に同期
した，流体ノイズを抽出することができた。この方法では，
無励磁区間のみを利用するため，流量の影響を受けずに，
安定して流体ノイズを検出することができる。

図 7 流体ノイズの周波数特性

図 8 に示す二周波波形で動作原理を説明する。図中の
上側３波形は，低周波成分，高周波成分に分割した励磁
電流波形のイメージを示し，一番下の波形は，その時の
流量信号波形を示す。無励磁区間の演算に用いる信号を
サンプリングする位置を EZ1 ～ EZ9 で表す。通常検出し
た信号は，微分ノイズ等の影響を除去するため，その影
響が少ないパルス後半部分を利用する。

A : 電極 A
B : 電極 B
C : 基準電位 （コモン）
R : 電極 A接液抵抗
I : A-C 間電流
V : A-C 間電圧

I0 I1 電流

電圧

許容範囲理論電圧

測定電圧

V0

V1

(a) 検出原理

(b) 電流 - 電圧特性のイメージ図
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図 8 演算タイミング

演算には，直流成分のノイズ（図 9），及び直線的な
ノイズ（図 10）を取り除く方法として，前後の値を用
いて算出する方法を用いる。まず直流成分が重畳した
図 9 から求めたい値を N とし，その時のサンプリング
値を A，一つ前の値を A-1，一つ後の値を A+1 とすると，
N=A-A-1=A-A+1 となり，２式を加算すると直流成分を取
り除いた 2N= (A-A-1) + (A-A+1) =-A-1+2A-A+1 となる。こ
のときの計算を 1-2-1 演算と呼ぶ。また，この演算は，
図 10 に示すような直線的なノイズが重畳した場合，値 N
に対しノイズ a が加算されているが，N のみを算出でき
る特徴を持っている。図 9 を例にとり，実際に 1-2-1 演
算をすると A-A-1=N+a と A-A+1=N-a から，２式を加算す
ると  (A-A-1) + (A-A+1) =-A-1+2A-A+1= (N+a) + (N-a) =2N
が求められる。1-2-1 演算では，図 9 と図 10 の計算結果
から，ノイズが重畳していても，同じ 2N を算出できる
特性を利用している。

 図 9 演算説明図 1 図 10 演算説明図 2

実際の計算例を図 8 で説明すると，低周波成分の一つ
目の値N01 を求めると，N01=EZ1-2・EZ4+EZ7となる。次に，
N02=EZ2-2・EZ5+EZ8，N03=EZ3-2・EZ6+EZ9，・・・ と
繰り返し，連続的に演算し，N01，N02，N03，・・・を符号
変換，及び平均処理してから流体ノイズとして出力する。

この方法により流量変化に影響されることなく，流体
ノイズ成分のみを抽出できる。この応用として，ノイズ
量に閾値を設けることで，ノイズ量と相関がある気泡，
スラリー，電極腐食を判別して出力できる。一例として
図 11 に，気泡混入させた時の流体ノイズ出力とワーニ
ング発生例を示す。

これまで，気泡混入は指示値の変動によってのみ判断
していたが，混入量の定量化，及び予め設定したレベル以
上になるとワーニングを出力させることが可能となった。

図 11 流体ノイズ診断の実施例

3.4 電極異常診断
信号を検出する電極は，プラント流体に接しているた

めアプリケーショントラブルが多い。そこで，電極の異
常を事前に検知する方法を検討した。電極の診断手法は，
外部から測定器を使用して電極電位・電極抵抗・絶縁抵
抗等を解析することである。ここで，電極抵抗の測定方
法に着目すると，既に電極絶縁物付着診断として電極部
の抵抗を測定する技術を ADMAG AXF シリーズで実用化
している。この技術を発展させて，電極異常を検出する
手法を新たに開発した。

例えば，図 6 に示す電極 A-C 間の抵抗を抵抗 A，電極
B-C 間の抵抗を抵抗 B とする。従来技術では，電極 A-C
間と電極 B-C 間に電流を同時に流して，抵抗 A+ 抵抗 B 
= 抵抗 AB となるような抵抗値 AB を測定している。一方
で，ADMAG TI シリーズでは，片側ずつに電流を流し，
抵抗 A と抵抗 B のそれぞれの抵抗値を測定することで，
電極の異常が検知できるようにした。電極抵抗は，正常
な状態では次の式で算出できる。

正常な状態
抵抗 A ≒ 抵抗 B

また，異常時は次の式が成り立つ。
A 電極が異常な状態

抵抗 B >> 抵抗 A
B 電極が異常な状態　

抵抗 A >> 抵抗 B
電極異常のほとんどの場合，両電極間のアンバランス

が生じるため，上述の算出を行うことで電極異常を検知
できる。
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図 12 電極異常の検出イメージ

図 12 に動作原理を示す。図 12 では，電流値は一定かつ，
既知のため電圧により説明している。

正常な場合は，通常動作の電圧と電極 A と電極 B の電
圧は，図 12 の関係式：電圧 VA －電圧 VB = 電圧（VA-VB）
のようになる。ところが電極部が異常な状態になると，
片側の電圧が正常な電圧より低くなる。電極 B 側が異常
になった場合は，図 12 のように，B 電極側の検知電圧が
異常電圧となる。この電位の差異を利用して，電極の異
常を検知することができる。

3.5 コイル絶縁診断
電極異常と同じく励磁コイル部の絶縁も多く発生する

トラブルの一つである。この診断方法として，コイルの
絶縁が劣化した場合に流れる電流に着目した。図 13 に，
正常な場合の検出部のコイルに流れる電流を示す。通常，
交流で矩形波を流している。

ところが，何らかの影響（多くの場合，接続用端子部
または電極のシール劣化等で浸水）で，検出器内部の絶
縁が劣化すると，励磁コイルと筐体との間に漏れ電流経
路が生じる。このとき，図 14 に示すように，経路の抵
抗成分 R を介して，筐体，回路コモン，励磁回路へと電
流が流れる。この電流，あるいは電流変化を検知するこ
とによって，コイル絶縁劣化の検出ができる。

通常，絶縁が劣化した場合は，ケーブルを取り外し，
絶縁抵抗等での確認が必要であったが，コイルと筐体間
に流れる電流を監視することにより，早期に問題を発見
できるようになった。

図 13 正常時のコイル電流

図 14 絶縁低下時のコイル電流

3.6 ケーブル接続診断
複数台の分離形電磁流量計を同時に配置・配線する場

合に，励磁線と信号線の組合せ間違いによる誤配線がし
ばしば発生している。配線の間違いがすぐに分かればよ
いが，図 15 (a) のように電源 ON 動作を２台同時に実施
すると，流量計同士が同期し，正常動作しているような
動作（波形）となる。ところが，図 15 (b) に示すように，
時間の経過と共に変換器の相違から同期が崩れ，信号波
形と励磁波形に時間的ズレが発生することがある。この
信号波形と励磁波形のズレが原因で，出力が不安定にな
り，変動する現象を発生させる。さらに，継続して使用
すると，再度同期する，同期しないことを繰り返す現象
となる。また，電源再投入で出力が復帰することがあり，
原因の特定が困難な悩ましい現場トラブルである。

図 15 誤配線時の動作説明

そこで，設置段階で簡単に誤配線を検知する方法を
検討した。ただし，動作条件として検出測定管を満水に
する必要がある。診断方法は，非常にシンプルで，励磁
ON 時の信号波形と，励磁 OFF 時の信号波形の間に変化
があるかないかで判別する。変化がある場合は正常とな
る。変化がない場合は，間違った組合せで配線したもの
と判断し，異常と診断する。

A : 電極 A
B : 電極 B
C : 基準電位 （コモン）
RA : 電極 A接液抵抗
RB : 電極 B接液抵抗
VA : 電極 Aの電位
VB : 電極 Bの電位

通常動作

電極 Aのみ

電極 Bのみ

B電極側が異常
となったとき（A-C 間の電流） （B-C 間の電流）
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入力増幅器
A B
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C
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コイル電流
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R

絶縁が劣化するとコイルと筐体間の絶縁が低下（Rが低下）する。
その低下に応じた電流が流れ始める。
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図 16 と図 17 に，基本的な動作を示す。正常な状態で
変換器 A の励磁を OFF すると励磁と信号が同時になくな
る（図 16）。しかし，励磁線 A と励磁線 B を逆に接続し
た場合は，信号成分が残った状態となる（図 17）。この
特性を利用して，ケーブルの接続診断を実施する。この
機能により，今まで現場で調査しても，再現性が悪く解
決が困難だったケーブル接続の間違いが，わずか数秒で
検出できるようになった。

図 16 正常な配線の場合

図 17 励磁線の配線を間違えた場合

3.7 トレンド機能
最後に，メンテナンス時に役に立つ機能としてデータ

の時系列グラフ表示機能を紹介する。
グラフの表示には，オンライントレンド（“ 表示器あり ”

仕様が必要）とデータロギング機能（“ 表示器あり ” 仕様，
及び “microSD カード（/MC）” 指定が必要）がある。

オンライントレンドは，流量（流量 %，流速，体積流量・
質量流量）・積算値・電流出力値の中から最大４種類のデー
タを交互にリアルタイムで表示器に表示する機能である。

表示例として，4-20 mA 出力の変化を図 18 に示す。

図 18 トレンド表示

この機能により，過去の測定値と現在の測定値を簡単
に画面上で比較できるようになった。ただし，表示でき
るデータ数（横軸）は 100 点である。

データロギング機能は，専用の microSD カードを使用
して，最大 240 時間のデータを保存する機能である。ま
た，あらかじめ保存しているデータをグラフで表示する
ことも可能である。microSD カードに保存したデータ形
式は，TAB 区切りのテキストファイルのため，一般的な
表計算ソフト等で簡単にグラフ化することが可能である。

保存できるデータは，流量（流量 %，流速，体積流量・
質量流量）・診断（流体ノイズ，電極抵抗・電極 A の電圧・
電極 B の電圧，流量信号のピーク値）の中から最大４点
のデータである。

データの時系列グラフ表示機能とデータロギング機能
のどちらの機能も，メンテンス性向上に貢献する。

4. おわりに

電磁流量計 ADMAG TI シリーズは，共通のプラットフ
ォームを基盤とした設計を行い，この利点を最大限に活
用した開発を行った。機種間共通機能部は設計を共通化
することで，本来注力したい製品固有部の新機能開発に
集中することを目指した。その結果，今回紹介したキー
テクノロジーを始めとする大きな進化を遂げる製品開発
を実現することができた。

今後も，「Total Insight」を軸にお客様の価値向上とラ
イフサイクルにおける機能向上を目指し，ラインアップ
の拡充を実施していく所存である。

共通のプラットフォーム製品であるコリオリ式質量流
量計 ROTAMASS TI と共に，電磁流量計 ADMAG TI シリ
ーズの製品が，お客様のもとで有効に活用されることを
願っている。
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