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コリオリ質量流量計
流量、密度、濃度測定

ROTAMASS Total Insight
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ROTAMASS Total Insightは、製品のライフサイクル全体を
サポートします
Rotamass TIの理念は、流量計およびアプリケーションのライフサイクル全体をサポートするというものです。

確かな技術と優れた現場力を融合し、YOKOGAWAは製品のライフサイクルおよびアプリケーションのあらゆる段階にお
いて、お客様をサポートする付加価値を提供します。

￭  流量計選定ツール 
"FlowConfigurator"に
よる機種選定

￭  様々なアプリケーション
に対応した製品ライン
ナップ

￭  パラメータの簡易設定
機能（ウィザード機能）

￭  多言語対応
￭  濃度計算ツール

￭  イベント管理機能
（NAMUR NE107準拠）
￭  データロギング機能
（イベント発 生 前 後 の
データを記録）

￭  測定チューブ自己診断
機能

￭  健全性診断（ベリフィケ
ーション）機能

￭  microSDカード搭載
（容 易 なデータ移 動を

実現）
￭  詳細なプロセス分析

￭  世界各国の規格に対応
￭  多様な入出力（I/O）組

合せ
￭  AC電源/DC電源の双方

に対応できるユニバー
サル電源

簡易な機種選定 設置・設定サポート プロセス監視 メンテナンス管理 データ可搬性 高度な柔軟性

製品/アプリケーションのライフサイクル

機種選定

ROTAMASS TOTAL INSIGHT

コリオリ質量流量計による
マルチバリアブル測定
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YOKOGAWAのコリオリ質量流量計 Rotamass TIは、
液体・気体の高精度な測定を実現します。

複数のプロセス値（質量流量、密度、温度）を同時に直
接測定でき、これらの測定値から以下のプロセス値を
算出できます。

￭ 体積流量または補正体積流量
￭ 基準密度
￭ 濃度（混和性・非混和性の液体） 

また、外部機器からの測定値をRotamass TIに入力す
ることで、流体の粘度や気体のエネルギー量を計算で
きます。



OpreX Field Instruments: ROTAMASS TI　4

ROTAMASS Nano ROTAMASS Prime ROTAMASS Hygienic

液体測定

一般的な液体

腐食性液体 – –

高粘度流体

気体測定

一般的な気体

低密度気体

混合流体

混和性・非混和性の液体

気泡混入液体

プロセス条件

プロセス流体温度 -50 ～ +260°C -70 ～ +200°C -70 ～ +140°C

最大許容プロセス圧力 28.5MPa または 46.0MPa 1) 10.0MPa 4.0MPa

プロセス接続口径 DN15 ～ DN40 DN15 ～ DN125 DN25 ～ DN80

精度（最高値）

質量流量（液体） +/- 0.1% +/- 0.1% +/- 0.1%

質量流量（気体） +/- 0.5% +/- 0.35% +/- 0.35%

密度（液体） +/- 0.5g/l +/- 0.5g/l +/- 0.5g/l

フラット精度仕様

材質とプロセス接続仕様

接液部材質 ニッケル合金 C-22/2.4602 & 
316L/1.4404 316L/1.4404 316L/1.4404

プロセス接続_フランジ EN, ASME, JPI, JIS EN, ASME, JPI, JIS –

プロセス接続_ねじ G, NPT G, NPT DIN11851, SMS1145

プロセス接続_クランプ DIN32676 – DIN32676, JIS/ISO2852

検出器仕様

断熱箱＋ヒートトレース – –

ラプチャーディスク（破裂板）  1) – –

面間距離（お客様指定、NAMUR規格） –

認証 / 証明書

3-A またはEHEDG – –

船級認証

機能安全 SIL 2 (SIL3)

防爆認証 日本、IECEx、ATEX、FM (USA/Canada)、NEPSI、INMETRO、PESO、EAC、韓国、台湾 Safety Label、
ECAS、Ukraine

06    08     10    15     20

500t/h

Essential / Ultimate 変換器
Rotamass TIは、Essential（標準型）およびUltimate 

（高機能型）変換器の2種類の変換器を用意してい
ます。

共通の特長・機能
￭  多言語対応、簡易設定ウィザード機能
￭  イベント管理機能（NAMUR NE107準拠）
￭  microSDカード搭載 
（microSDカードを介して他の同一機器に設定情報の
コピーが可能）

￭  多様な入出力（I/O）組合せ
￭  ユニバーサル電源
￭  測定チューブ自己診断機能
￭  HART通信、Modbus通信対応
￭  変換器ハウジング材質：アルミニウムまたはステン

レス鋼
￭  NAMUR NE95 準拠
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Ultimate変換器　特有の機能
￭  濃度測定
￭  正味オイルの計算（NOC）、API 規格準拠
￭  動的（リアルタイム）圧力補正
￭  バッチ機能
￭  粘度機能
￭  Profibus PA通信、FOUNDATION Fieldbus通信対応

簡
易
な
機
種
選
定

ROTAMASS Supreme ROTAMASS Intense ROTAMASS Giga

- 70 ～ +350°C -70 ～ +150°C -70 ～ +350°C

10.0MPa または 25.0MPa 1) 26.0MPa または 36.0MPa 1) 10.0MPa または 18.0MPa 1)

DN15 ～ DN125 - DN100 ～ DN200

+/- 0.1% +/- 0.1% +/- 0.1%

+/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.35%

+/- 0.5g/l +/- 0.5g/l +/- 1.0g/l

–

316L/1.4404 または ニッケル合金 
C-22/2.4602 または 304/1.43011)

316L/1.4404 または ニッケル合金 
C-22/2.4602 または 304/1.43011)

316L/1.4404 または ニッケル合金 
C-22/2.4602

EN, ASME, JPI, JIS ASME EN, ASME, JIS

G, NPT G, NPT –

DIN32676, JIS/ISO2852 – –

–

–

– –

SIL 2 (SIL3)

日本、IECEx、ATEX、FM (USA/Canada)、NEPSI、INMETRO、PESO、EAC、韓国、台湾 Safety Label、
ECAS、Ukraine

FlowConfigurator

お客様のニーズを満たす 
最適な流量計を選定します。

http://www.flowconfigurator.com

流量範囲
100t/h

30t/h

5t/h

1t/h

0.1t/h

0.001t/h

25    40     50    80     1H 25    40     50    80 34    36     38    39 34    36     38 1F    2H口径

製品ラインナップ

supreme intenseprimenano giga

 対応  対応（条件付き） – 未対応 1) お問い合わせください
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FieldMate 機器調整・設定・管理ソフトウェア、または
FDT/DTM 1.2、2.0+に準拠したツールを使用すること
で、健全性診断機能を数分以内で実行し、以下に関す
る診断結果を確認できます。

￭ 駆動回路
￭ センサ回路
￭ 温度回路
￭ ハードウェア / ソフトウェア
￭ 測定チューブ診断

健全性診断機能を使用することで、実行中の測定を中
断することなく流量計の状態を容易に判断できます。
また、診断結果レポートの生成も可能です。

プロセスオートメーションの目的は、精度、効率性、柔軟性、信頼性などの目標を達成することで、コストを削減し、安全性
を実現することです。

Rotamass TIの健全性診断機能は、お客様のプロセスを止めることなく、機器の健全性の検証を可能にする効果的なメン
テナンス/診断ツールです。

測定チューブ自己診断機能

測定チューブ自己診断は、健全性診断機能の中で
重要な機能の一つです。

独自の技術により、腐食・摩耗・詰まりによる測定チュ
ーブの剛性変化を検出します。

測定チューブの剛性変化は、質量流量の測定に直接
影響するため、定期的な診断が重要です。

メンテナンス周期の最適化とコスト削減

測定チューブ自己診断結果のトレンド分析を活用して、メンテナンス
計画を改善し、保守サービスを効率よく実施できます。

さらに、収集されたデータを活用することで、 
お客様の生産プロセスの改善に貢献します。

測定チューブ自己診断は、製品がラインに設置され
ている状態で実施できます。
また、お客様の生産ラインの状況に合わせた診断が
できます。

￭  定期的な診断（単発または事前に設定した周期で
の自動診断）

￭  アラームレベルの定義

￭  明確な診断結果レポートの生成（FieldMate 機器
調整・設定・管理ソフトウェアが必要）

測定チューブの特性変化を検出し、詰まりや
腐食によるリスクを診断

プロセスを止めることなく診断可能

計画的な診断の実施により、要求される精
度を維持でき、製品品質が向上

TOTAL HEALTH CHECK （健全性診断機能）

健全性診断機能による
メンテナンス時期の予測
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接液部に耐食性のニッケル合金C-22を採用。
強酸や酸化剤などの腐食性流体への耐性を高め、より
高い定格圧力を実現。

業界認定のラプチャーディスクとデュアルシールを
搭載。

高温・高粘度の測定流体を温度管理するために、断熱
箱およびヒートトレース仕様を用意。

（日本防爆仕様にも対応）

DESIGN FOR DEMANDING CONDITIONS  （厳しい条件に耐えられる設計）

外部からのストレス・振動など、設置状況の影響を受けにくい独自の構造。

デュアルチューブ設計により、プロセス条件が変化する環境下でも最適な測定を実現。

厚みのある測定チューブを採用することで、プロセス圧力による製品への影響を低減させ、
長寿命を実現。

検出器は溶接により密閉され、内部は不活性ガスで満たされた密閉構造になっており、
安全性が向上。

短い測定チューブおよび大きなチューブ径により、圧力
損失の低減を実現。
省エネ運転・イニシャルコストの削減に貢献。

短面間設計のコンパクトな構造により、省スペースで
設置可能。

supreme

intense

prime

nano

giga

nano

giga

supreme

intense

prime

液体、気体、気液混合流体などの質量流量/体積流量を測定するプロセスは、条件が厳しく、プロセス条件の変化に影響を
受けることが多くあります。

例えば、密度・温度・圧力など測定環境の変化が発生する可能性があります。

さらに、測定中は配管の振動、捻じれ（たわみ）、伸び、引張が原因のストレスがかかります。

これらの刻々と変化するプロセス条件を補正し、安定した測定結果の提供、信頼性のある測定精度を維持するため
に、Rotamass TIは過酷な条件にも対応できる優れた設計となっています。

安全・確実なオペレーション
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ROTAMASS TIは、お客様のアプリケー
ションに合わせ柔軟に対応します

￭  多様なプロセス接続に対応しており、
お客様のプロセスや配管の状態に合
わせて選択可能

￭  面間寸法が短く、お客様の設置状況に
合わせた面間寸法の指定が可能

￭  ユニバーサル電源方式を採用し、AC/DCの区別なく、自由に機器を設置可能

￭  多様な入出力（I/O）信号の組合せにより、お客様の既存システムの周辺機器に柔軟に対応

￭  Rotamass TIは、2種類の変換器（Essential/Ultimate）を用意しています。

        Essential（標準型）変換器：汎用アプリケーション向け

        Ultimate（高機能型）変換器： 条件の厳しい 
重要なアプリケーション向け

動的（リアルタイム）圧力補正 

圧力変動が大きいアプリケーションでは、質量流量や気体体積流量測定の精度を達成するために、リアルタイムでの圧力
補正が重要です。

Rotamass TIと外部の圧力計を組み合わせることで、補正により正確かつ安定した測定を行うことが可能です。

ADVANCED FLEXIBILITY  （高度な柔軟性）

刻々と変化する市場と同様に、プロセスも変化し続けます。
ROTAMASS TIは、 
環境の変化に柔軟に対応していきます。
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2種類の濃度測定機能

スタンダード濃度測定（非混和性流体）

スタンダード濃度測定は、以下に示すような液体間
に相互作用性のない流体混合物に使用します。

￭  水と油の混合液

￭  懸濁液

￭  塩水

各成分の濃度は、密度の比率から計算されます。

正味オイルの計算（NOC）機能では、API（American 
Petroleum Institute）規格のAPI MPMS 11.1章に
基づき、正味オイルとウォーターカットのリアルタイ
ム測定ができます。

濃度計算ツール（FieldMate使用時）

ROTAMASS TI 濃度計算ツールを使用することで、濃度測定に
関する設定が大幅に容易になります。

濃度計算ツールを使用して、以下のこと
ができます。

￭  スタンダード濃度測定、またはアドバン
スト濃度測定のどちらが必要かを判断
できます。

￭  パラメータ設定が必要な濃度係数を計
算できます。

￭  濃度計算の条件における測定精度を
表示することができ、適した検出器の
種類と必要な密度校正の種類を決定
できます。

￭  濃度測定に関するパラメータのエクス
ポートとインポートができます。

様々な種類のプロセス流体

密度・温度の高精度測定

高品質の確保

アドバンスト濃度測定（混和性溶液）

アドバンスト濃度測定は、以下に示すような液体間の相
互作用がある、より複雑なアプリケーションで使用し
ます。

￭  アルコール溶液

￭  高濃度塩水

￭  糖液

￭  アンモニア溶液

￭  エタノール溶液

￭  グリコール溶液

￭  塩素水

測定対象に応じた密度-温度の関係式を製品
に設定することができるため、お客様のアプリ
ケーションに最適な濃度測定が可能です。

製品1台で、最大4つの測定対象に関する濃度測定の
設定ができます。

ONLINE CONCENTRATION MEASUREMENT （濃度測定）

混合液の測定に最適
多くのプロセスでは、異なる種類の物質を混合させた流体を扱っています。製造する製品の品質を確保するには、流体の
質量や体積を測定するだけではなく、濃度を測定することも重要です。

Rotamass TIは質量流量測定に加え、懸濁液・乳剤・溶液などのお客様に最適な濃度測定機能を兼ね備えています。

多くの異なるプロセス流体の濃度測定に対応できるため、お客様のプロセス流体に合わせた測定ができます。

濃度測定は温度と密度の影響を大きく受けます。Rotamass TIは、温度と密度を高精度で測定するために、密度値の異なる
複数の流体で校正を実施しており、信頼性の高い濃度測定が可能になります。
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ROTAMASS TIは、気泡混入流体でも測定を継続し、
信頼性の高い測定を実現します。

短い測定チューブ
測定チューブ長を短くすることで、気泡混入によるコリオリ力減衰の影響
を低減させます。

低い共振周波数
測定チューブの共振周波数が高いと、気泡混入流体はチューブと一緒に
振動せず、正確な測定ができません。
Rotamass TIでは、低い共振周波数を採用しているため、気泡混入流体の
測定に強さを発揮します。

Smart Power Management
測定チューブ振動の駆動電流を適切に制御することで、気泡混入時でも
強いコリオリ力を発生させ、測定を継続します。

高感度DSP
高感度DSP（デジタルシグナルプロセッサ）により、微小なチューブ振動で
も測定を継続します。

ROTAMASS TIのスラグ検知

流体中に気泡が多く含まれると、スラグ流が発生します。気泡混
入時は、測定を継続させるためにコリオリ力を強く発生させる必
要があり、チューブの駆動電流が大きくなります。

駆動電流の大きさを見ることで、スラグ発生を検知できます。その
ため、スラグ発生の基準値（駆動電流の値）を設定することで、ア
ラームを出すことができます。

スラグ発生時の質量流量の出力は、アラーム発生直前の測定値
を保持するか、平均値を保持するかを選択でき、制御性が向上
します。

GAS CONTENT HANDLING （気泡混入時の測定）

気泡混入のアプリケーションでも
安定した測定を実現
液体と気体から構成されるプロセス流体は、二相流または
気泡混入流体と呼ばれます。

以下のようなプロセスにおいては、意図せずに液体中に気
体が混入することがあります。

￭  石油、水、ガスが混合する石油精製プロセス

￭  化学産業におけるプロセス

￭  タンクローリーから貯蔵タンクへ原料を荷卸しするプロ
セス

測定原理上、コリオリ質量流量計は気泡混入による影響を
受けやすい流量計です。

質量流量測定に誤差が生じることもあり、最悪の場合は測
定自体が停止してしまうこともあります。

気泡混入に強い設計
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製品の特長
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異なる物質が相互作用することなく混合すると、懸濁液、スラリー、乳剤などの混合液が生
成されます。これらの混合液は、食品・飲料、紙パルプ、化学、石油業界でよく見られます。

最終製品の品質の決め手となるのが、扱う混合物の正確な成分比率です。
搬送されてきた原材料の濃度や品質はそのままでは分からないため、下流の製造工程に
送り込む前に確認する必要があります。 

濃度測定機能を使用して、混和性流体中の砂糖、アルコール、化学物質の量を測定する
ことで、実験室で時間をかけて濃度測定するよりも効率的なオペレーションが可能にな
ります。

Rotamass TIは、温度・密度の高精度測定と、お客様のアプリケーションに合わせた濃度
測定プログラムを提供することで、信頼性の高い濃度測定を実現します。

混和性・非混和性流体測定の
最適なソリューション

電力産業における排煙脱硫

石炭火力発電所では、排出されるガスを脱硫する必要があります。排ガスに石灰スラリー
を噴霧することで、二酸化硫黄（SO2）が吸収されて石膏に変化します。
Rotamass TIの密度測定機能により、噴霧する石灰スラリーの濃度を制御します。

医薬品・食品・飲料業界における植物エキスの蒸留

植物の香りを丁寧に抽出する方法のひとつに、植物中の油と水の混合液を生成する蒸留法があります。

生成された混合液中の植物油の濃度を正確に測定することで、蒸留プロセスのエネルギー消費量とトータルコストを削減
できます。

Rotamass TIの濃度測定結果に応じて、植物エキスの抽出に使用する蒸気量を最適化します。

石油生産における正味オイルの計算（NOC）

石油抽出プロセスでは、セパレータを使用して原油エマルジョンを水、石油、ガスの異なる相に分離します。生成された正
味オイルおよびウォーターカット（含水率）の量（基準状態における質量または体積）を決定するために、3相セパレータの
石油抽出部にRotamass TIを設置し、API準拠の正味オイルの計算（NOC）機能を使用します。

￭  優れた密度測定

￭  濃度測定に必要な温度換算テーブルを
搭載

￭  摩耗に強い肉厚の測定チューブ

￭  接液部材質に高耐薬品性のニッケル合
金 C-22を採用

原油エマルジョン
ウェルヘッド

ウェルヘッド
マニフォールド

3相セパレータ

3相セパレータ

ガス処理

石油処理

水処理

原油 
エマルジョン

石油 ガス 水

テストセパレータ

蒸気＋精油

蒸気により植物中の 
精油成分が気化

ラベンダー

水 
（加熱により蒸気化）

冷却槽

蒸気凝縮水の
出口

ラベンダーの精油
＋
ラベンダーの蒸留水

排ガス

クリーンガス

酸化性ガス

循環ポンプ

石灰石

石膏

塔底液

噴霧塔

Rotamass 
Nano

Rotamass 
Intense

Rotamass 
Supreme

Rotamass 
Supreme

Rotamass 
Prime

Rotamass 
Hygienic

Rotamass 
Intense

Rotamass 
Prime

Rotamass 
Supreme

濃
度
測
定
の
課
題

製品の特長

製品の特長

￭  密度の高精度測定

￭  濃度計算ツール

￭  セルフドレイン・衛生的な設計

￭  3-AおよびEHEDG認証

￭  正味オイルの計算（NOC）およびウォー
ターカット計算（API準拠）機能を搭載

￭  優れた密度測定

￭  空気含有率（GVF）測定機能

￭  アップストリーム分野の要件に適合
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Rotamass 
Prime

Rotamass 
Supreme

Rotamass 
Nano

Rotamass 
Intense

燃料供給ライン

燃料
入口

燃料
出口

Rotamass 
Supreme

Rotamass 
Prime

気泡混入
汚　染

摩　耗

サーボループ

作動油

油圧サーボ

高圧油圧ポンプ

Rotamass TI 
変換器

メインエンジン

加熱
システムの
ポンプ

差圧伝送器
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資源の保全、環境保護はもちろん、効率性やセキュリティの側面においても、重要なプロセ
スパラメータを継続的にモニタリングし、報告することが必要です。

コリオリ質量流量計は単に質量流量を測定するだけではなく、プロセスの変化を検知で
きるため、プロセスの問題を未然に防ぐことができます。

Rotamass TIは、プロセスの変動を監視し、事前に設定した条件を満たした場合にアラー
ムを発生させることができる、「イベント管理」や「データロギング」などの機能を搭載し
ています。
アラーム発生前、発生中、発生後のプロセスデータを記録することで、プロセス分析が可
能になります。

燃料消費量を測定する必要がある場合や、オイルの粘度を一定のレベルに保つために
加熱システムを作動させる必要がある場合など、船舶や電力業界でのモニタリング作業
に適しています。

重要な流体サイクルの
監視と調整

高圧バルブのメンテナンス時期の予測

サーボループ内の作動油の流れを継続的にモニタリングすることで、大幅な節減が可能になります。
さらに、メンテナンス時期の予測により、サーボバルブの損傷を未然に防ぐことができます。

しかし、サーボシステム内の高圧、気泡混入、湿気、汚染などが原因で、流量計での測定が困難な場合があります。
このようなアプリケーションにおいても、Rotamass TIは高精度、信頼性のある測定を実現し、調整された流量を循環油
システムから重要な箇所に連続的に供給します。

個々の油圧サーボの状態をモニタリングし、「データロギング」と「イベント管理」機能を使用することで、プロセスを自動化
します。

船舶産業におけるオイルの粘度制御

船舶の燃料油の粘度を制御することは、正常な運転と燃料噴射を確実に行うために重要
です。差圧伝送器と組み合わせることで、Rotamass TIは粘度測定（推定値）を行うことが
できます。粘度機能で計算された基準値を、外部コントローラを介して返し、加熱システム
を起動することができます。

燃料消費量の管理

船舶産業において、排出ガスの削減は重要な課題のひとつです。燃料がコストと排出ガス量に最も大きな影響を与えてい
るため、燃料消費量のモニタリングが必要です。
コリオリ流量計は高精度な測定ができ、船上の厳しい条件にも対応します。Rotamass TIを燃料システムに組み込むこと
で、使用する燃料の種類（重質燃料油（HFO）、船舶用ディーゼルオイル（MDO）/船舶用ガスオイル（MGO）、低硫黄船舶用
ガスオイル（LSMGO）等）を問わず、消費された燃料の正味量を測定できます。

製品の特長
製品の特長

製品の特長

￭  粘度機能

￭  過酷な条件にも耐える堅
牢な設計

￭  DNV GL 船級認証

￭  船級用ケーブル長さの豊
富な選択肢

￭  世 界 各 国の防 爆 認 証に
対応

￭  オールステンレス鋼の設計

￭  優れた質量流量精度

￭  DNV GL 船級認証

￭  気泡混入時でも継続的に
測定

￭  外部応力の影響を受けに
くい構造

￭  肉厚な測定チューブ

￭  プロセス監視
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製品の特長

￭  0～100%の空気含有率（GVF）
測定機能

￭  高い圧力定格
Rotamass 
Giga

Rotamass 
Intense

Rotamass 
Giga

Rotamass 
Supreme

Rotamass 
Nano

Rotamass 
Prime

Rotamass 
Supreme

￭  耐 摩 耗 性 / 耐 酸 性のニッケル合 金
C-22を採用した肉厚の測定チューブ

￭  動的（リアルタイム）圧力補正機能

原油・水・ガス
（ウェルヘッド）

原油エマルジョンの質量
流量・体積流量の正確な
測定

分離＋追加の処理

セパレータ

硫黄 断熱材

硫黄
（145℃）

次の処理

硫黄の流量測定

ヒートトレースシステム

断熱箱＋ヒートトレース付き

炭素タンク

洗浄ループ

次の処理

チューブ自己診断の結果を分析し、
チューブ洗浄時期を予測する

炭素 洗浄剤原油 水 ガス
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検出器の測定チューブの材質や測定精度は、要求の厳しい複雑なプロセス流体の影響
を受ける可能性があります。このような流体の流量測定は難しいことが多く、場合によって
は、プロセス条件を非常に厳密に制御する必要があります。そのため、厳しい条件におい
ては、正確な流量測定を継続することが必要です。

厳しいアプリケーションに適した流量計を選定する際は、耐腐食性のある材質が使用され
ている、プロセス条件の変化に影響を受けにくい、などの要素が重要です。
Rotamass TIは、肉厚で耐久性のある測定チューブと、測定チューブ自己診断機能などの
健全性診断（ベリフィケーション）機能を搭載しており、腐食や詰まりなどが発生するプロ
セスにおいても、信頼性の高い方法でお客様の課題をサポートします。

化学、薬品、石油・ガス産業の分野に応用例があります。

複雑で要求の厳しい流体の
流量測定

溶融硫黄の処理

化学・薬品の業界では、硫黄酸化物、着色剤、化学肥料などの製造に硫黄を使用しています。硫黄は粘度が高く可燃性が
あるため、温度を約145℃に維持して取り扱う必要があります。
Rotamass TIは、最大350℃までの流体温度に対応しており、流体温度を維持するための断熱箱＋ヒートトレース仕様も
提供しています。

洋上石油生産

海洋油田において、コリオリ質量流量計は粘度が変動する流体や多相流体を測定する必
要があります。生産井で扱う流体は、原油、水、ガス、砂の混合物で構成されます。混合物の
空気含有量は0～100%（GVF）間で変動し、圧力も大きく変動します。継続的かつ安定した
流量測定を行うためには、圧力変動に影響されにくい堅牢な検出器設計と、気泡混入時に
強い設計が必要です。

沈殿物付着の原因となる加工材料

炭素（カーボン）は、タイヤ、染料、ゴムなどの製造に使用される成分です。カーボンの流量を測定すると、流量計の測定
チューブ内にカーボンが付着するため、測定チューブ内の定期的な洗浄が必要です。Rotamass TIの測定チューブ診断機能
により、チューブ洗浄が必要な時期を予測できます。

製品の特長

製品の特長

￭  断熱箱＋ヒートトレース
仕様

￭  測定チューブ自己診断機能

￭  過酷なプロセス条件に耐
える設計

￭  測定チューブ自己診断機能

￭  イベント管理

￭  肉厚な測定チューブ
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Rotamass 
Supreme

Rotamass 
Hygienic

薬品タンク

ポンプ

フィルタ

PRV
圧力伝送器

背圧調整器

流量制御バルブ

コリオリ質量流量計

遮断弁

遮断弁
フィルタ

Rotamass 
Supreme

Rotamass 
Nano

Rotamass 
Intense

Rotamass 
Nano

原料

高純度の薬品

反応器

貯蔵タンク
Rotamass TI 

バルブ
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充填、薬液注入、バッチ処理は、食品、飲料、化学製品などの生産過程で、広く行われている
作業です。

これらのプロセスでは、正確な測定、タイミング、測定結果の継続的な記録、そしてプロセス
条件の変化に柔軟に対応できることが求められています。

Rotamass TIは高分解能の測定ができるため、バッチ処理における誤差や製品ロスを
低減できます。

Rotamass TIはバッチ処理専用の機能が搭載されており、1段または2段のバッチ運転に
対応できます。また、バルブの閉止時間や流体の「漏れ」を検知・補正する機能もあります。

薬品注入作業において優れた
パフォーマンスを発揮

化学薬品の注入

高純度の化学薬品は腐食性が高く、非常に高価で危険な場合があります。化学製品を製造
する際は、原料に少量の高純度の化学薬品を混ぜる注入プロセスがあります。最終製品の
品質を保つために、原料に投入する化学薬品を正確に測定することが大切です。

Rotamass TIは、高精度な流量測定だけではなく、高い耐薬品性を持つため、このような
薬品注入プロセスに最適です。
また、測定チューブ自己診断機能を使用することで、化学物質による測定チューブの腐食
を検出し、メンテナンス時期を予測することができます。

石油・ガス（アップストリーム分野）における薬液注入

石油生産のアップストリーム分野では、特にスケーリング（付着）や気泡の発生を防止するために、製造ラインに微量の
高純度の化学薬品を正確に注入する必要があります。Rotamass TIは小流量においても高精度な流量測定（質量、体積）が
でき、最大46.0MPaの高圧条件下でも安定した測定を継続できます。

製品の特長

￭  質量流量・体積流量の高
精度測定

￭  接液部材質にステンレス
鋼 また は ニッケル 合 金 
C-22を採用

￭  バッチ運転時の漏れ検知・
補正

￭  自動/手動のバッチ制御

食品・飲料プロセスにおけるバッチ処理

アイスクリームや清涼飲料水などの食品や飲料を製造する際、タンクや反応器に投入する原材料の量を正確に測定する
ために、高精度測定が可能なコリオリ質量流量計が使用されています。
Rotamass TIには、バッチ機能が搭載されており、充填プロセスの開始/停止を制御します。

製品の特長

製品の特長

￭  CIP（定置洗浄）/SIP（定置
滅菌）に対応

￭  セルフドレイン構造

￭  3-A、EHEDG認証

￭  1段/2段のバッチ処理機能

￭  クランプ接続、ねじ接続に
対応

￭  フラットスペック精度
（2.5kg/h～）

￭  高圧モデル

￭  小口径のプロセス接続に
対応

￭  自己診断機能

￭  気泡混入に強い設計
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分散機（撹拌機） 90℃に加熱

凍結乾燥

濃縮 ふるい分け

分散機は、固体粒子を分解したり、液状に溶解するために使
用される1軸ミキサーです。通常は、高速で回転する「のこぎり
歯」ブレードを使用しています。
ブレードによる強力な剪断力によって、分散している成分をバ
ラバラに破壊します。 Rotamass 

Supreme
Rotamass
Hygienic

Rotamass 
Prime

Rotamass 
Hygienic

Rotamass 
Giga

Rotamass 
Supreme

Rotamass 
Prime

Rotamass 
Giga

油 A

油 B

油 C

様々な種類の油の混合物

貯蔵タンク

貯蔵施設 受入量・品質の測定 様々な液体・気体の搬送
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正確な輸送、荷降ろし

フルーツ顆粒の製造

フルーツ顆粒は、シリアルなどの食品の成分としてよく使用されています。その生産は、冷
凍したフルーツの搾りかすを粉砕することから始まります。この最初の工程で、粉砕された
搾りかすが高速撹拌機により高粘度流体へと変化し、次の工程（加熱、濃縮、凍結、ふるい
分け）へ移送されます。
このような気泡が混入した高粘度の液体でも、Rotamass TIは流量測定ができます。検出器
は、圧力損失が小さく、衛生規格の要件を満たすように設計されています。

製品の積み降ろし作業

大量の液体や気体の積み込み/荷降ろし作業においては、高精度で信頼性の高い流量測定を行うことが重要なポイントと
なります。液体や気体の積み降ろし作業の時間を短縮し、かつ正確に流量測定することで、作業の効率化を目指します。

プロセス条件の変化が大きいアプリケーションにおいても、Rotamass TIは高精度な質量流量測定および密度測定ができ
ます。また、測定チューブの共振周波数が低いため、測定対象の流体への影響が小さく、安定した流量測定が可能です。

廃油の精製

自動車修理工場や工場などから回収した使用済みの油は、ろ過・化学処理を行うことで、再生可能な資源となります。
再精製された油は、アスファルト工場や発電所などに販売されており、焼却炉やボイラーなどに使用されています。

施設の貯蔵タンクにタンクローリーから荷降ろしする際、様々な種類、品質の油が混合した状態の混合物の流量を測定す
る必要があります。
荷降ろしの工程の終盤では、液体中に気泡が多く含まれることがあり、スラグ流が発生する可能性があります。
Rotamass TIは、粘度の変化、季節的な温度変化、ポンプの振動が発生する環境においても、安定した高精度の質量流量
測定ができるため、このようなアプリケーションに最適です。

業種を問わず、原材料の荷降ろし、中間体の搬送、最終製品の積込の工程では、正確な
流量測定が求められます。

輸送される流体は、密度が変化したり、気泡が混入するなど、状態が変化することがあります。
アプリケーションによっては、流体の種類が変わったり、流れの方向が双方向になることも
あります。

Rotamass TIは設置する際に上下流とも直管長が不要のため、メンテナンスの手間も
軽減でき、省スペースでの設置が可能です。
ポンプの直後に設置した場合でも信頼性のある測定結果が得られます。

Rotamass TIは、食品・飲料、石油・ガス、船舶産業などの移送アプリケーションにおいて、
優れた測定精度、安定した測定を実現します。

製品の特長

￭  セルフドレイン構造

￭  3-A、EHEDG認証

￭  サニタリプロセス接続

￭  低い圧力損失の設計

￭  気泡混入に強い設計

製品の特長

製品の特長

￭  高精度測定

￭  マルチバリアブル測定 
（質量流量、温度、密度）

￭  プロセス条件の変化に影響を受けにく
い設計

￭  気泡混入時でも安定した測定を継続

￭  堅牢な設計

￭  データロギング機能

￭  最大流量：600t/h

※海外での利用実績となります。日本国内においては、国内の規定に準ずる必要があります。

※海外での利用実績となります。日本国内においては、国内の規定に準ずる必要があります。
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Rotamass TIの校正は、すべて質量と直接比較して行われ、
トレーサビリティのとれた校正を実施しています。

Rotamass TIの校正設備は、DIN EN ISO/IEC 17025:2005
（試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項）に

基づく認定を受けています。

EN 17025:2005に準拠した校正機関として認定された試験
所が発行する校正証明書は、相互承認協定（MRA）に基づ
いて世界中で受け入れられています。

Rotamass TIは、基準の校正条件で4点（標準）または5点
（オプション）校正を実施し、結果を実流量検査成績表とし
て提供します。

また、DAkkS（ドイツの認証機関）に準拠した10点校正（オ
プション）にも対応しています。

＊校正は、ドイツ ROTA YOKOGAWA 社で実施されます。

ROTAMASS TIは、 
実際の使用環境において 
高精度な流量測定を実現します。

校正設備の能力：2kg/h ～ 1200t/h

分かりやすく言い換えると：
蛇口から1秒間に2滴の水滴が垂れ
る微小な流量（2㎏/h）から、1秒間に
7つのビール樽を満タンにする大流量

（1200t/h）までの幅広い流量を扱う
ことができます。

実際の測定環境における 
総合精度
コリオリ質量流量計の最大の特長は、高精度の流量測
定です。
Rotamass TIは、基準校正条件において、質量流量精度
±0.1%を実現します。

コリオリ質量流量計の総合的な精度を決定するために
は、測定するプロセス条件による影響を考慮する必要が
あります。

有効な流量範囲
質量流量の精度は、指定された測定範囲に対して有効です。
Rotamass TIは、優れたゼロ点安定性があり、レンジアビリティも広いため、小流量から
大流量までの広い範囲で高精度な測定ができます。

±0.10% 
（校正条件下）

総合精度
コリオリ質量流量計は、測定環境の変化にほぼ影響されることなく、質量流量の測定が
できます。それでも、測定チューブの熱膨張によるプロセス圧力と温度の変化が、流量測
定の精度に影響を与えることがあります。
Rotamass TIには、プロセス温度・圧力の影響を補正する機能があり、環境が変化しても
安定した高精度の質量流量測定ができます。

4～20mAの電流出力を使用した場合の出力精度は、D/A変換誤差や周囲温度の影響を
受けます。しかし、Rotamass TI変換器は、独自の技術によりこれらの影響を最小限に抑え
ます。

4～20mA

水 （10-35）°C （1-2）bar 

TOTAL ACCURACY （総合精度）

校正設備



Essential
（標準型）

Ultimate
（高機能型）

小流量アプリケーション用
広いレンジアビリティと圧力損失が
少ない汎用モデル 大流量アプリケーション用

高圧アプリケーション用過酷な条件下でも優れた
パフォーマンスを発揮する上級モデル

食品・薬品アプリケーション用

汎用
アプリケーション用

厳しい要求のある
アプリケーション用

supreme intense

prime nano giga
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