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自動車産業の低燃費技術を支える実液燃料流量校正技術
低燃費（high fuel efficiency）・低排出車（low emission vehicle）が自動車業界の戦
略車になっている背景を受けて、燃費測定値の信頼性確保や自動車業界の国際規格適合
性確立のために、微小から小流量範囲までの石油系燃料流量の校正技術開発及び国家標
準の確立が喫緊の課題であった。そこで、筆者らは、高精度で安全な実液校正技術を実
現させるために、秤量法に基づいた独自の校正要素技術を開発し、世界で初めて微小流
量範囲までの実液燃料による国家標準を確立した。本稿では、その開発内容を紹介する。

CHEONG Kar-Hooi

ちょん かーうぃー
kh.cheong@aist.go.jp
産業技術総合研究所
計量標準総合センター
工学計測標準研究部門
液体流量標準研究グループ
主任研究員
2007 年 3 月に筑波大学大学院
システム情報工学研究科博士
課程修了。博士（工学）。同大
学院にて特別研究員を経て、
2008 年 4 月に産業技術総合研
究所入所。
入所以来、液体微小～小流量
の計測校正技術の研究開発に
従事しており、世界で初めて
微小流量範囲までの高精度な
実液石油流量標準を開発し
た。現在は、自動車産業向けの
高精度化、微量化燃料流量計
測の共同研究のほか、極微小
流量標準の開発、医療・分析機
器分野に研究を展開してい
る。

共同研究者
嶋田隆司、古市紀之、土井原良
次、寺尾吉哉（産総研）、文字
秀明（筑波大学）、企業様多数。

はじめに
最近、自動運転やゼロ・エミッションの
未来志向の技術開発が注目を浴びている
中、現実路線を踏まえた低燃費や低排出車
（low emission vehicle, LEV）の技術開発
は依然として活発に続いている。各社が公
表している燃費測定値（カタログ燃費）は、
環境規制の適合可否や市場性への影響力
が大きいだけに、国家標準へトレーサブル
で信頼性が担保された計測機器で測定し
なければならない、と IATF 等の国際規格
に要求されている。
エンジンのテストベンチで使われる燃
料流量計は、当然ながら規格準拠が必須と
される計測機器の一つであり、さらにエン
ジン燃費の開発競争が激化する中で、燃料
測定の高精度化・微小化への要求が高まっ
ている。現状、市販の燃料流量計には、主
にコリオリ式と容積式とがあるが、高精度
なコリオリ式に比べて、流量の測定範囲が
広く、「費用対効果」が大きい容積式燃料
流量計の方が普及している。ラジアルピス
トンやギア等の機械要素を持つ容積式流
量計は、燃料（石油）の物性値（粘性、密
度等）に依存する性能特性を持つため、高
精度化するためには、実液燃料による校正
が必要とされている。しかし、可燃性・揮
発性の高い実液燃料の取扱いが難しく、各
国の標準開発の大きな課題になっている。
NMIJ 独自の校正技術
実液燃料校正を取り扱う安全性と高精
度を両立させるために、市場の既存技術の
駆使だけでは、実現が困難であった。そこ
で、NMIJ が高精度と安全性を兼ね備えた
校正技術を独自に開発した。ここでオリジ
ナリティの高い代表的な要素技術を取り
あげる。
（１）小流量校正用の 2 枚羽根式円錐状回
転ダイバータ
液体用流量計の校正に際して、校正装置
で発生した標準流量とその標準流量に対
する流量計の指示値が比較される。校正装
置における標準流量の発生方法の一つと
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して、流量計に安定した連続流を供給で
きる利点を持った通液式静的秤量法がよ
く用いられる。通液式静的秤量法を実現
するために、秤量計、秤量容器、ダイバー
タ（転流器）から構成された秤量システム
が必要である。秤量システムの構成要素
の中で、秤量容器への試験液切り換え操
作を制御するダイバータが重要な要素で
ある。流れを切り換える時に生じた流入
時間の測定誤差（ダイバータタイミング
エラー）が流量計の校正不確かさの大き
な要因になっており、これを理論的に無
くすことができる 2 枚羽根式直進型ダイ
バータ[1, 2]や 2 枚羽根式回転型ダイバー
タ[3, 4]が NMIJ で開発された。

図1

2 枚羽根式円錐状回転ダイバータ

しかし、前述したダイバータは、中～大
流量域向けに設計されたものであり、小
流量域での校正において顕著化した蒸発
量や液付着量、飛び散り量による誤差を
低減させる必要があり、図１に示す 2 枚
羽根式円錐状回転ダイバータ[5, 6]を開発
した。秤量容器に試験液を取り込む時に、
ダイバータは、円錐面を回転させ、円錐面
にある開口部をノズルの直下まで移動さ
せ、秤量容器の中に試験液を流入させる。
初期の角度位置からノズル位置まで開口
部が回転する間に、開口部の片側の転流
羽根がノズルを流出する流れを横切るこ
1

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター

とで流れが秤量容器へ流入する。さらに、開口部が同じ回転
方向でノズル位置から離れて初期の角度位置に戻る間に、
開口部の他側の転流羽根がノズルを流出する流れを横切る
ことで流れがバイパス流路へ切り換わる。このような動作
を行うことで、秤量容器への試験液の取込を制御する。この
ように、円錐状回転体の面に開口部を設け、開口部の左右両
縁に転流羽根を設置するという構造を持ったダイバータに
することで、ダイバータの取込側の開口部を小さくできる
と同時に、転流羽根の液濡れ面積を小さくし、壁面への液付
着量を大幅に減らすことができる。また、円錐状回転体の開
口部以外の表面全体は、バイパス側の整流面の役割を果た
し、特別な構造を設ける必要がなく、円錐面に当たった試験
液を効果的に分散させ、飛び散りが極めて少ない状態で試
験液が円錐面に沿って流れ落ちるようにすることができる。
（２）微小流量校正用の高速切換バルブ式ダイバータ
ハイブリッド車やアイドリング中の燃費計測に対応する
ため、微小流量域（数 10 mL/h オーダー）までの流量校正
技術が必要とされていた。微小流量域になると、試験液の取
込量が微量になるため、壁面への数滴程度の付着量や液が
空気中に落下時の揮発量、秤量容器からの液蒸発量等の誤
差要因がさらに顕著化して、従来の転流羽根式のダイバー
タによる流れ切換では、高精度を実現できなくなるという
課題があった。そこで、筆者らは、試験液流路を完全に密閉
し、高速切換バルブをダイバータとして用いた秤量システ
ム[7, 8]を開発した。

容器への試験液の取込を制御するものである。このように、
ダイバータによる流路切換機構を 2 個の開閉バルブに置き
換え、さらに取込流路と注入ノズルを通して試験液を秤量
容器まで導くことによって、閉じた流路内で試験液の流れ
を切り換え、空気に触れることなく試験液を秤量容器まで
到達させることができる。結果的には、微小流量域での校正
において顕著化した構造物壁面への液付着量や落下中の液
蒸発量による誤差を低減し、微小流量域での高精度な校正
を可能にする。
（３）オリジナルな恒温チャンバー
0.1 %を下回る拡張校正不確かさをもって、0.1 ℃の温度
変化で約 0.01 %の膨張率を示す石油系燃料の流量校正を行
うには、サブ 0.1 ℃の温度安定を維持できる恒温環境が必
須条件である。市販の恒温チャンバーが防爆対応ではない
ため、筆者らは、図３の青点線が示す独自の恒温チャンバー
を開発した。可燃性蒸気に対する安全策として、空気を循環
させないオールフレッシュ方式の空調方法を採用するとと
もに、採光性が良くテスト部の使い勝手の良い設計を導入
した。空調性能としては、液粘性の調整用に 15 ℃～35 ℃
の温度設定を可能にするとともに、1 時間の間、±0.01 ℃
の液温安定性を達成できた。

図３ 独自の恒温チャンバーを導入した石油流量校正設備

図２

高速切換バルブをダイバータとして用いた
秤量システム

図２が示すように、上述した秤量システムは、主に、試験
液を取り込む秤量容器、秤量容器の重量を測定する秤量計、
秤量容器に導く取込流路、秤量容器に試験液を注入する注
入ノズル、試験液を秤量容器に取り込まない時に試験液を
排液槽に導くバイパス流路、試験液を取込流路に導くかバ
イパス流路に導くかを切り換えるバルブ対（取込バルブと
バイパスバルブから構成されたバルブ対）から構成されて
いる。取込流路への試験液流入を制御する取込バルブとバ
イパス流路への試験液流入を制御するバイパスバルブは、
それぞれ「閉」と「開」の状態から、それぞれが「開」と「閉」
の状態へ両方のバルブを同時に切り換え、取込流路を通し
て試験液を秤量容器の中へ取り込み、試験液の取込が終了
したら、同時にそれぞれのバルブを逆方向に切り換え、バイ
パス流路を通して試験液を排液槽に排出することで、秤量
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おわりに
燃費計測の信頼性確保や国際規格への適合性確立を通じ
て、本稿で紹介した NMIJ の校正設備は、今後も自動車産業
の世界展開や競争力維持に貢献することが期待される。こ
れから、培った微小液体流量の計測・校正技術は、自動車産
業のみならず、医療分野の技術イノベーション、分析機器分
野の信頼性向上に活用していきたいと考えている。
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