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シリーズ
※本書に記載の横河電機のブランド名および製品名は、すべて横河電機株式会社の登録商標
または商標です。

　本書に記載している各社の製品名および会社名は、各社の登録商標または商標です。
　本書では各社の登録商標または商標に、® および™マークを表示していません。

●製品を取り扱う前に、適切で安全な操作を行うために、取扱説明書を
よくお読みください。

●もし、この製品を直接、人の安全に関わるような安全保護を要求される
システムに使用される場合は、横河電機の営業部署にお知らせください。

ご注意
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標準形・マルチバリアブル形 レデューサ形 高温用・極低温用

渦流量計の測定原理
流れの中に渦発生体を置くことで、その後方にカルマン渦が発生します。
カルマン渦は、渦発生体の上部に組み込まれた2枚の圧電素子により、
渦周波数として検出します。
一定のレイノルズ数範囲において、この渦周波数は流速に比例するため、
渦周波数を計測することにより、流速・流量を測定できます。

渦流量計のメリット
液体・気体・蒸気の流量を測定できます。ÎÎ
接続箇所が2箇所のため、設置が簡単です。ÎÎ
渦周波数を検出するため、ゼロ点調整が不要です。ÎÎ
可動部がないため、信頼性と耐久性に優れています。ÎÎ
圧力損失が小さく、安全性の高い構造です。ÎÎ
Î頑丈な検出器構造により、高温（最高450℃）・高圧流体を測定ÎÎ
できます。

シンプル構造で簡単設置、安全計装



呼び径：＊＊＊
1サイズダウン：/R1
2サイズダウン：/R2
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圧電素子
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入力信号 SSPによる周波数解析

ノイズと判断

渦信号と判断

ノイズと判断

除去

出力
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レデューサ形の新しい提案計装 従来の計装

流れ 流れ
本管 本管 本管 本管

短管 短管
縮小管 拡大管

標準形レデューサ形

レデューサ形　R2
DY050/R2（検出部：25mm）
測定可能範囲：22～475kg/h
低流量測定に最適

レデューサ形　R1
DY050/R1（検出部：40mm）
測定可能範囲：44～1132kg/h

低流量と広いレンジの測定に最適

標準形
DY050（検出部：50mm）

測定可能範囲：74～1876kg/h
広いレンジの測定に最適

フィールドバス通信対応

HART通信対応
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横河独自の
デジタル信号処理技術（SSP）で
常に最適な測定条件へ自動調整
ノイズの判別
強い配管の振動により発生したノイズ
は、渦周波数の検出に影響を与えること
があります。
YEWFLOシリーズの渦発生体には2枚
の圧電素子が組み込まれており、流れ
方向や垂直方向の振動を検知しない分
極構造を継承しています。
カルマン渦の発生による、応力と同じ揚
力方向の振動ノイズは、圧電素子の出力
を演算処理することにより除去します。
digitalYEWFLOでは、横河独自のデ
ジタル信号処理技術（SSP：SpectralÎ
SignalÎProcessing）を搭載し、最適な
流量信号を出力します。

検出部の両側に縮小管・拡大管を配し
低流量測定に最適
2サイズダウンまで選択できる鋳物一体構造
検出部の面間は、標準形と同一寸法でリプレースが簡単です。Î●

SSPは、渦発生体から検出した信号を周波数解析し、
ノイズを除去した正しい渦信号のみを通過させる、最適なバンドパスフィルタを自動的に設定します。
渦信号に振動ノイズが含まれても渦信号のみを出力するため、常に安定した測定ができます。

従来機器では、配管振動のノイズに調整が必要な場合がありましたが、
digitalYEWFLOはSSPにより耐振動性能が向上し、診断機能も搭載しました

測定可能流量範囲（飽和蒸気、常用圧力500kPa、配管50mmの場合）

標準形 レデューサ形

コストメリット
耐振動性が向上し、低流量域の安定した測定ができます。ÎÎ
自己診断機能を用いることで定期メンテナンスを低減できます。ÎÎ
使用頻度の高い設定パラメータを１ブロックにまとめ、ユーザーフレンドリーな操作性を実現します。ÎÎ
設置から運転中までトータルにメンテナンスコストを削減します。ÎÎ

コストメリット
縮小管・拡大管や必要直管長用の短管が不要になり、設置コストを削減します。ÎÎ
シンプルな配管でコンパクトな計装を実現し、保温工事も軽減します。ÎÎ

同一面間

標準形
（DY＊＊＊）

レデューサ形
（DY＊＊＊/R1、/R2）

測定下限値の拡大：最大5倍（標準形比）



従来の計装マルチバリアブル形の新しい提案計装

流れ

流れ

温・圧補正演算器
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三岐弁
導圧管
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抵抗体

マルチバリアブル形

6 7

世界初の2線式マルチバリアブル形
（温度計内蔵形）により、飽和蒸気の
質量流量を1台でダイレクトに出力
渦発生体に温度計を内蔵し、
温度表示機能、質量流量演算機能を搭載
Î流体温度測定用温度センサ（Pt1000、ClassA相当）を保護管相当のÎ●
頑丈な渦発生体に内蔵しています。
ÎSSPにより、広範囲の流量変動・温度変動に追従した、高精度な測定がÎ●
できます。
Îレデューサ形との組み合わせにより、季節変動が大きい飽和Î●
蒸気アプリケーションの高精度な測定ができます。
Î温度測定とアンプに内蔵されたソフトウェアにより、質量流量のÎ●
測定ができます。

高温・極低温流体の強い味方
高温過熱蒸気・液体窒素などの測定に最適
最高温度450℃、最低温度-196℃まで測定が可能
検出部の面間は、標準形と同一寸法でリプレースが簡単です。Î●
保温・保冷がしやすいシンプルな構造です。Î●
レデューサ形との組合せが可能です（高温用のみ）。Î●

口径：高 温 用：25Î～Î300mm（リモート形）
　　Î 極低温用：15Î～Î100mm（リモート形）

体積または質量流量（パルス）⇒積算値の管理Î◆
温度（アナログ）⇒プロセス温度の管理Î◆

digitalYEWFLO1台で、飽和蒸気の高精度な測定ができます。Î◆
蒸気の省エネルギー管理に最適です。Î◆
頑丈な構造で安全性の高い測定・管理ができます。Î◆
SSPにより、ボイラーからの振動にも高精度な測定ができます。Î◆
ÎFÎ◆ OUNDATION™Îフィールドバス通信形のARファンクション
ブロックをFSA120ÎFieldMateÎFlowNavigatorで設定
すれば、内蔵温度計または外部温度計、圧力計の信号
を用いることで、一般ガス・天然ガス・液体の質量流量
を高精度に出力できます。

温度表示機能
流量と温度を同時に測定・表示します。

質量流量演算機能
蒸気表を用いた演算で、質量 
流量をダイレクトに出力し 
ます。
さらに、AGA No.8による
天然ガスの温圧補正演算、物
性データベース（DIPPR）に
より、一般ガス及び液体の密
度補正により、質量流量測定
ができます（FOUNDATION™ 
フィールドバス通信形）。

マルチバリアブル形 高温用・極低温用

コストメリット
温度計が不要です。温度計の挿入孔がなくなり、コストだけでなく安全性も向上します。ÎÎ
外付けの温度表示器や演算器が不要です。ÎÎ

特殊アプリケーション対応品（特注仕様）質量流量

温　　度

温度センサ
渦発生体に温度計を内蔵しています。
温度センサからの信号によって、飽和
蒸気の質量流量を演算します。

ANSI Class 1500 フランジ形 ■
ANSIÎClassÎ1500の頑丈なフランジボディを用いる
ことで、高圧流体の測定に最適なタイプ
材質： ASTMÎF316、JISÎSUSÎF316かSUSÎ316
口径：25Î～Î200mm

突合せ溶接形  ■
　 （バットウェルド形）
配管へダイレクトに溶接する
タイプ

大口径 ■
フランジ形のみ
口径： 最大400mm

デュアルセンサー形 ■
2台の渦流量計を溶接した
タイプ

高圧ガス設備認定品 ■
高圧ガス設備認定取得用に個別認定を
行い、試験成績書を提出いたします。
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フィールド機器事業部
国内販売推進部

関 西 支 社

中 部 支 店

中 国 支

0422-52-6490
〒180-8750　東京都武蔵野市中町2-9-32

F-L-01J
製品仕様、取扱方法、機種選定に関するご相談は

0120-059-505 にお問い合わせください。カスタマーサポートセンター

仕様 ■
標準形 レデューサ形 マルチバリアブル形

形式 

DY形渦流量計（インテグラル形、リモート形検出器）、 
DYA形リモート形変換器 
（高温用付加仕様：/HT、極低温用付加仕様：/LT）

付加仕様：/R1、 /R2
1サイズダウン：/R1
2サイズダウン：/R2
（高温用付加仕様：/HT）

付加仕様：/MV  

測定流体 液体、気体、飽和蒸気、過熱蒸気（混相流や付着性流体は避けてください） 

口径

ウエハ 15～100mm なし 25～100mm

フランジ

15～300mm
（特注仕様：400mm） 

R1：25～200mm
（検出部：15～150mm）
R2：40～200mm
（検出部：15～100mm） 

25～200mm
（特注仕様：250～300mm） 

精度
液体 指示値の±1.0%（20000≦Re＜1000＊D） 

指示値の±0.75%（1000＊D≦Re） 
指示値の±1.0%
（20000≦Re） 

指示値の±1.0%（20000≦Re＜1000＊D）
指示値の±0.75%（1000＊D≦Re） 

気体
蒸気

指示値の±1.0%（流速35m/s以下）
指示値の±1.5%（流速35～80m/s）

出力信号

アナログ出力、トランジスタ接点出力（同時出力可能）
アナログ出力：4～20mA DC、2線式
トランジスタ接点出力：オープンコレクタ、3線式
接点定格：30V DC、120mA  DC
パルス、アラーム、ステータス接点出力はパラメータにより選択
パルス周波数：最大10kHz

<表示> 上段：流量（%）、流量（実目盛）、（＊）温度（%）
下段：ブランク、積算、（＊）温度（実目盛）
（＊）：マルチバリアブル形のときのみ選択可能

<通信> BRAIN、HART  5/HART  7、FOUNDATION ™  フィールドバス

流体温度 
-29～250℃
-29～450℃（/HT） 
-196～100℃（/LT）

-29～250℃
-29～450℃（/HT） 

-29～250℃
-29～400℃（特注仕様） 

流体圧力 -0.1MPa～フランジ定格による 

周囲温度 
-29～85℃（インテグラル形/表示器なし）
-29～80℃（インテグラル形/表示器あり）

-29～85℃（リモート形検出器）
-40～85℃（リモート形変換器/表示器なし）
-30～80℃（リモート形変換器/表示器あり）

周囲湿度 5～100%RH（結露のないこと） 

取付方式 

フランジ取付またはウエハ取付
JIS  10/20/40K
ANSI  150/300/600/900（特注仕様:1500）
DIN  PN  10/16/25/40/60/100/160

フランジ取付のみ
JIS  10/20K
ANSI  150/300

フランジ取付またはウエハ取付
JIS  10/20/40K
ANSI  150/300/600/900
DIN  PN  10/16/25/40

配線接続口 JIS  G1/2めねじ、ANSI  1/2NPTめねじ、ISO  M20x1.5めねじ 
防爆 TIIS  Ex  d、 FM Ex  d/Ex  ia、 ATEX  Ex  d/Ex  ia、 CSA  Ex  d/Ex  ia、 IECEx  Ex  d、 SAA  Ex  ia 

材質 

本体：ステンレス鋼 （特注仕様：ハステロイ）
渦発生体：2相ステンレス鋼 （付加仕様：ステンレス鋼、ハステロイ）

）付キッメ銀：TH/（）付グンィテーコンロフテ（鋼スレンテス：トッケスガ
変換部ハウジング、ケース、カバー：アルミニウム合金 

D：digitalYEWFLO検出部内径（mm)
Re：レイノルズ数

〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1-14-5 小田ビル4階
TEL03-6304-9890（代） FAX. 03-6304-9891




