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コリオリ流量計 ROTAMASS 3 シリーズ
― 高速・高精度・高ロバスト測定の実現 ―

ROTAMASS 3 Series Coriolis Mass Flow and Density Meter
- Achieving High-speed Measurement with High Accuracy and Robustness -
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Shuuji Urabe Kiyoaki Koyama

YOKOGAWA グループは，コリオリ流量計 ROTAMASS 3 シリーズを開発した。コリオリ流量計は，流体の温度

や圧力の影響を受けずに直接質量流量を測定できる。高速・高精度測定の実現と同時に，プロセス用流量計とし

て必須であるプロセス配管からのストレス・振動による影響を除外する構造を採用した。本稿では，これらの特

長やアプリケーション例などを紹介する。

The Yokogawa Group has developed the ROTAMASS 3 series Coriolis flow and density meters. 
A Coriolis flowmeter can directly measure mass flow of fluid regardless of its temperature and 
pressure. The ROTAMASS 3 series meters have such unique features as fast signal processing, 
anti-vibration mechanism, and high accuracy density measurement. This paper describes these 
features and applications of the ROTAMASS 3 series.

はじめに111

コリオリ流量計は質量流量の直接測定や密度の測定
が可能であるなど，他の流量計には無い多くの特長を持
っている。そのため，1970 年代の後半に実用化されて
以来，石油，化学，食品などを中心に多くの産業に於い
て用いられるようになり，急速に市場を拡大してきた。
YOKOGAWA グループでもその特長に注目して研究開発
を行い，横河電機が ROTA YOKOGAWA GmbH & Co. KG (
ドイツ ) と共同開発した製品を，1993 年より欧州，北米，
東南アジアを中心に世界で販売している。

プロセス用流量計では，高速・高精度な流量測定が可
能であることと同時に，プロセス配管によるストレスや
振動に耐えうるロバスト性が必要である。これらの特性
の実現のために，高速・高精度ディジタル信号処理と外
力や振動の影響を低減する “Box-in-Box 構造 ” を開発した。
本稿では，コリオリ流量計 ROTAMASS シリーズの信号
処理や構造の特長やアプリケーション例について述べる。

コリオリ流量計の測定原理と特長211

コリオリ流量計は，流動流体と振動する測定チューブ
の間のコリオリ力による相互作用を利用して，質量流量
を計測する機器である。その原理を，図 1を用いて説明
する。U 字形チューブを，固定端を中心にして片持ちは

り状に上下に振動を繰り返させる。このチューブに流体
が流れる場合，チューブの上昇又は下降に伴い，流入側
および流出側にコリオリの力（Fc）が生じる。この力は
流入側と流出側で反対方向であるため，トルクが生じ，
チューブにねじれ角が生じる。コリオリの力 Fc は流体の
質量流量に比例するため，チューブのねじれ角を検出す
ることで質量流量を計測できる。

図 11コリオリ流量計の測定原理1(1)

図 2に，測定に必要となる主な素子と信号を付け加え
た図を示す。U 字型の測定チューブの頂点に一対のマグ
ネットと駆動コイルを，上流側および下流側に各一対の
マグネットセンサコイルを配置する。電磁誘導により発
生するセンサコイルの出力を駆動コイルに正帰還するこ
とで，測定チューブをその共振周波数で自励発振させる。
測定チューブに発生したねじれ角は，２つのセンサコイ
ルの出力信号の位相差から求めることができる。すなわ
ち，２つの信号の位相差から質量流量を求めることがで
きる。同時に，信号周波数から，流体の質量すなわち密

Fc

Fc

ねじれ角

流体

U字形チューブ

振動

U字形チューブ固定端

固定端

Fc ∝ 質量流量

*1 IA 事業部 フィールド機器事業センター

23 85



コリオリ流量計 ROTAMASS 3 シリーズ

横河技報 Vol.53 No.2 (2010)

度を計算することが可能である。

図 21コリオリ流量計の測定原理1(2)

コリオリ流量計は，以下の特長を有する。

測定原理上，直接，質量流量が計測できる。1) 
0.1%の高精度の質量流量測定が可能である。2) 
測定流量範囲が広い。3) 
振動周波数から流体密度も同時に計測できる。4) 
流体の粘度や密度の影響を受けず，かつ，上流や下5) 
流の配管に特別な直管長を必要としない。
非導電性の流体でも測定できる。6) 

一般的に，化学反応などは物質量の単位であるモル
（mol）あるいは質量で管理される。従って，直接質量流
量が測定できることは化学，薬品工業における応用に於
いて非常に有効である。差圧，電磁，渦などの流量計では，
温度補正しながら体積流量から質量流量に変換する必要
がある。また，測定原理から被測定媒体に何らかの導電
性が必要な電磁流量計と異なり，非導電性の流体を測定
できることも大きな特長で，これも化学，薬品など分野
で使用される理由のひとつである。

製品仕様311

コリオリ流量計 ROTAMASS シリーズは 1993 年に発売

された ROTAMASS 1 シリーズに始まる。その後，変換器
を改良した ROTAMASS 2 シリーズ，検出器・変換器とも
に先進的技術を取り入れた ROTAMASS 3 シリーズと，モ
デルチェンジを行い現在に至っている。ここでは現在販
売している ROTAMASS 3 シリーズを中心に紹介する。
図 3に外観を，表 1に流量レンジや測定精度などの主

な仕様を示す。外観からわかるように，ROTAMASS シリ
ーズは U 形の測定チューブを用いている。流量レンジは
常用流量 Qnom (nom: nominal)，圧損 0.1 MPa で，0.1 
t/h 以下の小流量から 500 t/h の大流量までをカバーす
る。

図 31ROTAMASS13 シリーズの外観

ROTAMASS3 の特長411

1高速信号処理4111
ROTAMASS で採用した信号処理の特長について述べ

る。測定原理の項では，２つのセンサコイル信号の位相
差から質量流量を求めることを説明した。初期のコリオ
リ流量計では，センサコイル信号のゼロクロス点の時間
差を測定する方式をとっていた。しかしながら，この方
式では信号に重畳されるノイズに影響されやすい欠点が
あった。そのため，ADC (Analog to Digital Converter) や
DSP (Digital Signal Processor) の発展に伴い，全信号をデ
ィジタル化し，DSP によるディジタルフーリエ変換によ
り，位相差を求める方式が主流となった。しかしながら，
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表 11ROTAMASS3 の主な仕様

型名
常用流量

Qnom
[t/h]

最大流量
Qmax
[t/h]

質量流量
精度

[% of Rate]

ゼロ点
安定性
[kg/h]

密度測定精度 [g/cm3]

標準 オプション
/K6

小流量

RCCS30 0.045 0.1

±0.1
+ ゼロ点
安定性

0.05 0.008 -
RCCS31 0.17 0.3 0.0085 0.004 -
RCCS32 0.37 0.6 0.019 0.004 0.0005
RCCS33 0.9 1.5 0.045 0.004 0.0005

中流量
～

大流量

RCCS34 2.7 5 0.135 0.003 0.0005
RCCS36 10 17 0.5 0.0022 0.0005
RCCS38 32 50 1.6 0.0015 0.0005
RCCS39 100 170 5 0.0015 0.0005

特大流量 RCCS39/IR 250 300 13 0.0015 -
RCCS39/XR 500 600 25 0.0015 -
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このディジタルフーリエ変換方式では，測定チューブの
振動周波数を等分してサンプリングすることを必要とす
る。そのため，サンプリングタイミング生成回路が複雑
になる。また，測定チューブの振動周波数は被測定流体
の密度，温度により変動するので，出力がその変動に追
従できない問題があった。

これらの課題を解決するために，ROTAMASS では，ヒ
ルベルト変換を用いて，位相角を求める信号処理方式
を考案した（日本特許 3219122，US 特許 5578764）。
図 4に信号処理の概略ブロック図を示す。センサコイル
1 とセンサコイル 2 の信号を，それぞれ sinθ および sin(θ 
+∆φ ) とする。ヒルベルト変換器は，入力信号の位相を
90 度ずらして出力するディジタルフィルタである。入力
信号 sinθ に対し，ヒルベルト変換器の出力信号は cosθ 
となる。各ディジタルフィルタの出力を用いて，以下の
式に基づき，位相差 ∆φ を求めることができる。

この信号処理方式は，以下の大きな特長を有する。

振動周波数とは無関係な固定のサンプリング周期で信1) 
号をサンプリングできる。そのため，被測定流体の密
度，温度などにより変動する振動周波数に追随するた
めの複雑タイミング生成回路を必要としない。かつ安
価で高精度の ∆Σ 型 AD コンバータを使用して，簡単
な構成で，高精度の良い出力が得られる。
１サンプリング点毎に位相差信号を求めることがで2) 
き，高速な質量流量出力を得ることが可能である。
DSP における演算量が，従来の FFT 演算方式に比して，3) 
約 1/4 であり，演算負荷が少ない。

図 41ROTAMASS の信号処理

耐振動4121
コリオリ流量計は，測定チューブを音叉の様に振動さ

せて測定を行う。そのため，配管を通して外部からかか

る力や振動が測定チューブに伝達されると，計測に影響
を受けてしまう。ROTAMASS シリーズでは，“Box -in- 
Box” と呼ぶ独自構造を採用することによって，外力や振
動の影響を排除している。
図 5に，ROTAMASS の検出器の構造を示す。フラン

ジに接続される外側の箱形構造物（Outer Box）の内側
に，もう一つの箱型構造物（Inner Box）を内蔵する。測
定チューブの両端は Inner Box に固定する。二重の構造
とすることによりフランジを通じてかかる外力や振動は
Outer Box などの構造物の歪みとして吸収される。その
ため，Inner Box に固定された測定チューブの形状変化を
抑えることができる。

また，デュアルチューブの構成をとり，２本の測定チ
ューブを互いに逆の方向に振動させる。一方のチューブ
に振動測定用のセンサコイルを，もう一方のチューブに
マグネットを配置することで，外部の振動の影響を受け
にくい構造としている。さらに，測定チューブの共振周
波数をフィールドで想定される外乱の振動周波数より十
分高く設計することにより，振動の影響を受けにくくし
ている。

この他の構造的特徴として，U 字型の測定チューブの
直線部に角度をつけている。これにより，測定チューブ
内の流体を自然排出可能な構造とした。

図 51ROTAMASS 検出器の構造

高レンジアビリティ4131
一般的にコリオリ流量計は，他の流量計に比べて，レ

ンジアビリティ（測定可能流量範囲：測定可能な最大流
量と最小流量の比）が他の流量計に比べて広いと言われ
ている。コリオリ流量計では，ゼロ点の変動を表す仕様
であるゼロ点安定性誤差によって，実用上のレンジアビ
リティが決まる。ROTAMASS 3 シリーズは，ゼロ点安定
性誤差が小さく，小流量域においても高い測定精度を保
つことができる。図 6に流量と質量流量測定精度のグラ
フを示す。測定レンジの最大を常用流量 Qnom，必要精
度を 0.2%と見たとき，レンジアビリティは 20 を確保し
ている。
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図 61質量流量精度

1高精度密度測定4141
密度測定の高精度化は，密度測定自体だけでなく，密

度の関数として求められる体積流量や濃度測定の測定精
度の向上につながる。

ROTAMASS 3 シリーズの密度測定精度は，標準仕様で
0.008 g/cm3 ～ 0.0015 g/cm3 である（表 1参照）。標準
仕様に加えて，オプション（/K6）で 0.0005 g/cm3 の
高精度測定を提供する。この目的のために，３種の液体
を用いる特別な校正装置を開発した。個々の流量計ごと
に，温度管理された流体により補正係数を求めることで，
0.3 g/cm3 ～ 2.0 g/cm3 の広い密度範囲にわたり，精度を
保証することができた。図 7に 0.0005 g/cm3 高精度密
度測定オプションを使用した時の体積流量測定精度を示
す。本オプションを適用することにより，体積流量の測
定においても高精度な測定ができることがわかる。

図 71高精度密度測定による体積流量測定精度

アプリケーション511

ROTAMASS 3 シリーズのアプリケーション例を紹介す
る。図 8は，“Box-in-Box” の優れた耐振動性を生かして
液化ガスのロードタンカー（Road Tanker）用トラック
に搭載した例である。振動の多いトラックの上において
も，10 年以上安定した測定を提供している。

レンジアビリティが高く小流量領域において高精度測
定が可能であることは，化学，薬品の分野では非常に有
効な特長となる。図 9に薬品工業における例を示す。こ

こでは製薬のプロセスにおいて複数の反応缶に溶剤を供
給する。流量を正確に測定することが非常に重要である
ため，高精度で測定できるコリオリ流量計が採用された。

図 81ロードタンカーに搭載された例

図 91製薬プロセスへの応用例

おわりに611

コリオリ流量計の原理，特長を始め，弊社コリオリ流
量計 ROTAMASS シリーズの特長およびアプリケーション
例について述べた。コリオリ流量計は 19 世紀に学者コ
リオリが見いだした原理に基づく流量計である。しかし，
流量計として飛躍的に発展してきたのは，AD コンバータ，
CPU，DSP による信号処理技術が発展してきた 1990 年
代からであり，比較的新しい流量測定技術と言える。

今後も，コリオリ流量計は優れた質量流量計として引
き続きアプリケーションが拡大していくと予想される。
ユーザーの要求は，石油，ガスでは大口径であったり，
ファインケミカル，製薬の分野では微小流量でのバッチ
プロセスであったり，東南アジアでは低価格であったり
と，産業や地域により大きく異なる。ROTAMASS シリー
ズは発売以来，様々な産業で使用され，アプリケーショ
ン上の要求を取り入れながら改良を重ねてきた。今後も
さらなる高精度化，低価格化，上位システムとのインタ
ーフェースの拡充などの追加，改良を行って，市場から
のご要求に応えていきたい。
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