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ガス流量センシング技術
Gas Flow Sensing Technology

　近年、工場・装置のIoT化・ロボット化が進む中で、人の五感の代わりとなるセンサの需要が急速に増加している。
　当社も、エアシリンダの作動状態や位置を検出するための磁気センサや工場エアの圧力を管理するための圧力セ
ンサ、気体や液体の流れを検出する流量センサなどのセンサ機器を開発・販売している。その中でも、シリコンマイ
クロ加工技術を応用した気体用流量センサは、空気圧機器業界に先駆けて2002年に商品化を実現した。
　本稿では、当社が保有するガス用流量センサに関わる技術として、センサチップの製造技術、流体の分流技術につ
いて紹介する。

In recent years, with the progress of IoT and robotization in factories and devices, the demand for 
sensors that can replace the five human senses has been increasing rapidly.
CKD has been developing and selling sensor devices such as magnetic sensors for detecting the 
operating state and position of air cylinders, pressure sensors for controlling the pressure of air used 
in plants, and flow rate sensors for detecting the flow of fluids and gases. In particular, we were the 
first in the pneumatic components industry to commercialize a flow rate sensor for gas that uses 
Micro Electro Mechanical Systems （MEMS） technology in 2002.
This paper introduces the sensor chip manufacturing technology and the fluid flow dividing 
technology, which are the technologies related to our flow rate sensors for gases.

はじめに1

　ガスの流量計は、半導体製造装置でのパージガス流
量の管理、電子部品に代表される小物部品搬送時の吸
着確認、ペットボトル・食品包装などの漏れ検査など、
様々な用途で用いられている。その中で、設備のコス
ト削減やフットスペースの削減、タクトタイムの短縮
や工場及び設備のIoT化による生産性向上に貢献する
ためには、流量計に対しても低価格、小形化、高速応答
であることが要求される。
　ガスの流量計には様々な原理のものがあるが、当社
では上記を鑑みて、微細な構造を大量生産できるシリ
コンマイクロ加工（Micro Electro Mechanical 
Systems：MEMS）技術をセンサチップに応用した。こ
れが小形流量センサ「ラピフロー」Ⓡシリーズである。こ
の名前は、RAPID（速い）とFLOW（流れ）の略であるが、
その名の通り従来の流量計と比較して、高速応答で、か
つ小形であることが一番の特長である。2002年に初
代モデルが製品化され、その後シリーズ展開を進め、あ
らゆる用途において活用されるようになっている。

ガス用流量計の分類2

　流量計は大きく分けて「体積流量計」と「質量流量計」
がある。
　「体積流量計」は単位時間当たりに流れる流量の体積
を計測しており、「質量流量計」は流体の質量を計測す
るものである。

　「体積流量計」には、テーパ管に浮き子を入れて、テー
パ管と浮き子と隙間で発生する差圧と浮き子の重さで
釣合った位置で流量換算する面積式（Fig. 1）と配管の
途中に設置したオリフィスの前後にできた差圧を利用
する差圧式（Fig. 2）などがある。
　「体積流量計」は、温度・圧力などに流量値が大きく
影響を受けるため、温度や圧力の補正が必要である。 

Fig. 1 　面積式流量計原理図

Fig. 2 　差圧式流量計原理図
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　「質量流量計」には、コリオリ力により生じた配管の
ねじれ角を測定し流量換算するコリオリ式や、熱式（下
記で詳細説明）がある。気体の質量を測定するため、温
度、圧力の影響を受けることはなく、半導体製造など、
ガスの化学反応や燃焼、冷却などを制御するには質量
流量計が適している。当社のガス用流量計はこの「質量
流量計」に相当し「熱式」の原理を採用している。

熱式流量計3

 3－1 　 熱式流量計の原理と種類
　熱式流量計とは以下の原理のものである。
　流体の中に加熱された物体を入れると、流体との間
で熱交換が行われ、物体の熱は流体に伝達される。伝
熱状態はヌセルト数（Nu：伝導と伝達の比）によって表
される。

Nu＝α×L/λ
（α=流体の熱伝達率、L=代表長さ、λ=流体の熱伝導率）
　平行平板上の強制対流の場合Nuはレイノルズ数

（Re）とプラントル数（Pr）の積として表される。
Nu＝a×Reb×Prc（a,b,cは係数）

※ 一般的には　a=0.664、b=1/2、c=1/3　などが
実験的に求められている。

　Reは以下の式で表されるので、Nuは流速の関数と
して表される。

Re=u×L/ν
（u=流速、L=代表長さ、ν=動粘度）

Nu=a×u×L/ν×Prc

　つまり、伝熱量は流量（流速×流路断面積）の関数と
して表される。この原理を応用して熱式流量計にもい
くつかの構造が考案されている。（Table 1）

Table 1 熱式流量計の構造

　熱式流量計として代表的なものは、巻線式である。
　これらの多くはバイパスキャピラリ方式が採用され
ている。Fig. 3のように直径が1mm以下のステンレス
製毛細管の外側に線径約20μm白金線を巻き付けて
流量を計測している。

Fig. 3 　バイパスキャピラリ方式

　この方式は分流比が安定するため、高精度化には適
しているが、センサ部の熱容量が大きくなり高速応答
化が困難である。
　また、生産性が悪くコスト面でも不利となる。

 3－2 　 当社の熱式流量計
　当社の熱式流量計には、前述した小形・高速応答を
実現するためにFig. 4のようなシリコンマイクロ加工
技術を応用した白金センサチップ（約3mm×4mm、セ
ンサ部1mm×0.4mm）を採用している。

Fig. 4 　白金センサチップ

 3－3 　 センサチップと計測原理
　センサチップの断面図をFig. 5に示す。
　センサ部には、2つの温度センサがヒータを挟んで
配置されている。温度センサの材質には温度によって
抵抗値が変化する白金を用いている。センサ部は、白
金の線幅10μm、厚さ1μmと非常に薄く、かつシリコ
ン基板から浮いた状態になっており、極めて熱容量が
小さい。そのため、Fig. 6のように従来のバイパスキャ
ピラリ方式に比べ高速応答であり高感度である。
　原理の詳細をFig. 7に示す。
　ヒータRhに通電加熱すると、流れが無い場合は温度
分布がヒータを中心に対称となるが、流れがある場合
は2つの温度センサに温度差が生じる。この温度差は
抵抗値R1,R2の差となるため、Fig. 7のような回路を
作っておくと電圧の差として出力することができる。
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Fig. 5 　白金センサチップの断面

Fig. 6 　応答性比較

Fig. 7 　測定原理

センサチップの製造技術4

　センサチップの断面図をFig. 8に示す。

Fig. 8 　センサチップの断面

　センサチップは、Si基板上に導体膜である白金膜と
導体膜を保護するための窒化シリコン膜が成膜されで
きている。センサの安定性と耐久性を得るため、これ
らの膜は1μm以下の厚さで均一に成膜されている。
また、エッチング装置によりヒータと温度センサの下
をくり抜き、ブリッジ構造として、熱容量を小さくし
ている。
　当社のクリーンルームのセンサチップ製造装置を
Fig. 9に示す。クリーンルームは、クラス１０００を
ベースに必要に応じてエリアを分けてクリーン度を向
上させている。

Fig. 9 　製造ライン

　当社は半導体ウエハへの抵抗体および保護膜の成
膜、エッチング処理などのすべての工程を社内設備で
行うことができる技術を持ち、ガス用流量計のセンサ
チップから製品まで一貫生産を行っている。

流路の構造5

　流路の構造をFig. 10に示す。

Fig. 10 　流路構造

 5－1 　 センサ基板
　センサ流路はFig. 11に示すように、溝加工したセン
サ基板にセンサチップをハンダ実装し、形成する。
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Fig. 11 　センサ流路の作り方

　センサチップの電気接続はワイヤボンディングが主
流となっているが、この方式の場合、電子部品の搭載
と同様にセンサチップを自動搭載することで生産性が
向上でき、過流量によるワイヤの断線の課題も解決で
きる利点がある。

 5－2 　 独自の分流機構
　分流機構の一例としてFig. 12のような微細に加工
されたステンレス製の薄板をボディ内に積み重ねるこ
とによって分流と整流を行っている。また、センサチッ
プを中心として分流機構を対称形状にすることで双方
向の流れを検出することができる。
　これは独自の分流機構であり、当社特許技術の一つ
である。

Fig. 12 　ステンレス製の薄板

　しかし、この構造の場合は、流体は複数ある薄い流
路を流れるため圧力損失が大きくなる課題もあった。
これを解決させたのが、2018年に発売されたFSM3
シリーズで採用した分流機構である。

 5－3 　 新型整流機構
　新開発の分流構造（Fig. 13）により、小形化を維持し
つつ低圧力損失を実現することができた。

Fig. 13 　FSM3の流路構造

　この構造は、オリフィスとフィルタが一体となった
「分流ユニット」を用いている。「分流ユニット」は流体
の圧力が変化しても分流量が一定となるような独自の
設計がされている。
　Fig. 14に流体圧力と流量検出部への分流量の関係
を示す。分流量は正圧側では一定であるのに対し、負
圧領域では大きく変化している。これは主流路と分流
路のそれぞれに圧力特性があるためである。Fig. 15に
主流路、Fig. 16に分流路の圧力特性を示す。

Fig. 14 　流体圧力と分流量の関係

Fig. 15 　主流路の圧力特性
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Fig. 16 　分流路の圧力特性

　横軸に流体圧力を、縦軸に有効断面積（流れやすさ
の指標）をプロットしている。
　例えば、主流路がFig. 15 A、分流路がFig. 16 Bのよ
うな傾向を持つ流路構造とすると、負圧下では、主流
路の有効断面積は減り分流路は増えるため、相乗効果
により分流量は大きく増加し、Fig. 14のような特性に
なる。分流路がFig. 16 Aのような傾向を持つと圧力特
性は相殺され、分流量の変化は抑えられる。
　このような流路の特性は形状によることがわかった
ため、最適な形状を選択することによって、流体圧力
の影響を受けにくくして、ガス用流量計の高精度化を
実現している。

おわりに6

　当社のガス流量センシング技術、および小形流量セ
ンサ「ラピフロー」シリーズの紹介をした。流量センサ
の用途は、幅広く、今後も産業の様々な分野で利用さ
れていくであろう。当社としても製品のさらなる改良
を重ね、お客様の要望にお応えしていきたいと考えて
いる。


