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1 はじめに

1.1 概要

本取扱説明書は，以下の Rotamass Total Insight シリーズに適用されます。
▪ Rotamass Nano
▪ Rotamass Supreme
▪ Rotamass Giga
▪ Rotamass Prime
▪ Rotamass Intense
▪ Rotamass Hygienic
▪ Rotamass Total Insight スペアの変換器およびスペアの検出器。

1.2 対象グループ

本取扱説明書は，以下の方を対象としています。
▪ しかるべき技術を有する方
▪ エンジニア

本取扱説明書と関連ドキュメントに従って，以下の作業を実施してください。
▪ 取付形状
▪ 試運転
▪ 設定 (パラメータ設定)
▪ 質量流量計のプロセス制御システムへの組み込み
▪ トラブルシューティング
▪ 保守および修理
▪ 交換 (検出器および変換器)
▪ 分解および廃棄

1.3 関連ドキュメント

本書は，以下のドキュメントにより補完されます。
▪ 防爆用取扱説明書 (Ex-IM) IM01U10X␣␣-00␣␣-R
▪ ソフトウェア取扱説明書 (SW-IM) IM01U10S␣␣-00␣␣-R
▪ 一般仕様書 (GS) GS01U10B␣␣-00␣␣-R
▪ 乾式検証手順 MP 208-008-2019

1.4 お問い合わせ先

ご質問や詳細情報をご希望の場合は，お近くの当社営業拠点または代理店にお問い合わせくださ
い。
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1.5 安全に関する注意と記号

シグナル用語 警告通知は，本製品の取り扱い時における潜在的危険性を警告するためのものです。危険のレベル
を 4 段階に区分し，以下のようにシグナル用語を定義します。

シグナル用語 意味

危険
回避しないと，死亡または重傷を招く恐れが極めて高い危険な状況が
生じることが予見されます。

警告
回避しないと，死亡または重傷を招く恐れがある危険な状況が生じる
ことが予見されます。

注意
回避しないと，軽傷を招く恐れがある危険な状況が生じることが予見
されます。

注記 物的損害が発生する危険な状況が生じることが予見されます。

記号の説明 本文中
の記号

意味

危険を表します。取扱説明書を参照してください。

重要な注意事項を示します。

IM01U10S01-00␣␣-R
ドキュメント番号の記号 ␣␣ には，任意の 2 文字が適用されます。例え
ば，対応する言語バージョン (DE，EN) などです。

銘板で用いられる記号 意味

取扱説明書の参照が必要であることを意味する警告

RCM マーク

CE マーク

ATEX 防爆マーク

, EAC および EAC Ex マーク

, 
韓国 (KC/KCs) マーク

FM/CSA マーク

NEPSI マーク

INMETRO マーク

DNV GL 船級型式認証マーク

3-A 衛生認証マーク

中国 RoHS マーク
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銘板で用いられる記号 意味

Taiwan Safety (TS) マーク

ロシア型式認証マーク

ベラルーシ型式認証マーク
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2 安全

2.1 使用用途

本取扱説明書に記載された質量流量計は，液体および気体の質量流量を測定するためのものであ
り，同時に流体の密度と温度の測定にも使用されます。これらの値は，体積流量や流体の濃度な
ど，別の測定量の計算において基になる数値になります。

本製品はコリオリ質量流量計の測定原理を用いており，プロセスオートメーションの分野で幅広い
流量測定に使用できます。この質量流量計により，以下に示すようなさまざまな流体を測定できま
す。
▪ 油，グリース
▪ 気体，液体ガス
▪ 酸，溶液，溶媒
▪ 乳剤，懸濁液

本製品の使用は主に，必要とされる流体の均一性，および接液部の耐薬品性による制約を受けま
す。詳細は，当社営業拠点または代理店にお問い合わせください。不正に使用したり，目的どおり
に使用しなかった場合には，操作の安全性を確保できません。当社は，そのような使用によって生
じる損害に対して責任を負いません。

本取扱説明書に記載された質量流量計は，EN 61326-1 に準拠したクラス A 機器であり，工業環境
において使用してください。

2.2 技術的な条件

通常状態では，本製品から有害な気体や物質が放出されることはありません。

異常がある状態で本製品を動作させると，安全性や機能が損なわれる可能性があります。

このため，以下を順守してください。

▶ 正常に使用できる状態でのみ，本製品を動作させてください。

▶ 動作性能に予期しない変化があった場合には，本製品に異常がないか点検してください。

▶ 本製品を無断で改造，仕様変更をしないでください。

▶ 異常は直ちに取り除いてください。

▶ 正規のスペア部品のみを使用してください。

2.3 安全に関する一般的な注意

 危険
化学熱傷 (火傷) や中毒になる恐れのある人体に有害な流体の使用

▶ 本製品を取り外す際，人体への流体付着，検出器内残留ガスの吸入などのないように注意し
てください。

▶ 保護服と呼吸マスクを着用してください。
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 危険
お客様が不適切な接液部材質を使用すると，深刻な摩耗または腐食が起こる可能性があります

▶ 流体温度または圧力範囲は，摩耗や腐食なしに計算され，決定されます。

▶ お客様には，摩耗性または腐食性の条件に耐える適切な材質を選択する責任があります。

▶ 摩耗または腐食が深刻だと，本製品が圧力に耐えられなくなり，人または環境に害となる事
故に発展する可能性があります。

▶ 当社は，摩耗または腐食を原因とする損傷について，一切責任を負いません。

▶ 摩耗または腐食が発生した場合，ユーザーは必要な肉厚を維持しているかを定期的に確認す
る必要があります。

 危険
危険場所での不適切な設置

本製品を取り扱う際は，以下の基本的な安全上の注意を順守してください。

▶ 爆発の危険性がある区域で本製品を使用する場合は，防爆用取扱説明書を順守する必要があ
ります。

 警告
高温流体の使用により機器表面が高温になることで，火傷を負う危険性

▶ 検出器に断熱処置をしてください。

▶ 検出器に警告ラベルを貼付してください。

▶ 防護手袋を着用してください。

 警告
不適切な衣服の着用によって感電して怪我をするリスク

▶ 規制によって要求されている保護服を着用してください。

 警告
変換器において，感電して怪我をするリスク

▶ ぬれた手で変換器を扱わないようにしてください。

▶ 防護手袋を着用してください。

本製品を取り扱う際は，以下の基本的な安全上の注意を順守してください。

▶ 本製品をご使用になる前に，取扱説明書を念入りにお読みください。

▶ 本取扱説明書に記載された作業は，しかるべき技術を有する方に限られます。

▶ 作業を安全に行うために，その地域に適用される規制や規則を必ず順守してください。

▶ 安全上の注意マークおよび銘板を本製品から取り外したり，覆ったりしないでください。

▶ 汚れたり，傷ついたりした安全上の注意マークは交換してください。交換が必要な場合は，
当社サービスセンターへご連絡ください。

▶ 安全性に関わる量の測定に Rotamass Total Insight を使用する場合は，必ず変換器にいかなる
エラーメッセージも表示されていない事を確認して下さい。また，可能であれば，定期的に健
全性診断機能を実行してください (該当する一般仕様書 GS01U01B␣␣-00␣␣-R の｢付加仕様｣の
章を参照してください)。

▶ 精度や温度/圧力への耐性を低下させる摩耗や腐食を防止するようにしてください。時間とと
もに摩耗と腐食によって校正定数が変化しますので，再校正が必要となります。当社は，いか
なるプロセスにおける接液部の耐食性に関していかなる責任も負いません。適切な接液部材質
の選択は，お客様の責任で行ってください。ご使用になる接液部材質の耐食性 (特殊な流体お
よび洗浄剤に対する) について質問がありましたら，当社にお問い合わせください。プロセス
の温度，濃度または汚染度のわずかな変化によって，耐食性に違いが生じることがあります。
摩耗や腐食の可能性がある場合は，定期的に配管の肉厚を確認する必要があります。この確認
は，例えば，チューブ自己診断機能を使用して実行することができます (該当する一般仕様書
GS01U01B␣␣-00␣␣-R の｢付加仕様｣の章を参照してください)。
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▶ 配管の溶接作業を行う場合，本製品を経由して溶接装置を接地しないようにしてください。
本製品の部品のろう付けや溶接は禁じられています。

▶ 温度差が 100 ℃を超える温度変動が連続的に起こると，材料疲労によりチューブが破損するこ
とがありますので，防止してください。

▶ オペレータの方の責任において，不安定な流体が分解したときでも，設計で決められた範囲
(圧力，温度) を超えないようにしてください。

▶ 外部要因によって，ケーブル配線口が破損することがあります。オペレータの方の責任におい
て，適切な保護手段を講じてください。

▶ 配管内で圧縮波や衝撃波が発生すると，検出器に損傷を与えることがあります。このため，
設計で決められた範囲 (圧力，温度) を超えないようにすることが重要です。

▶ 火災によってプロセス圧力が増加 (温度に関連する体積変化が原因) して，ガスケットを破損す
ることがあります。オペレータの方の責任において，火災関連の損傷を防ぐ適切な手段を講じ
てください。

▶ 製造方法および製造技術は数十年にわたってフィールドで成功を収めてきましたが，摩耗や腐
食は考慮されていません。

▶ ドリルやのこぎりのような電動工具で本製品から材料を取り除くことは認められていません。

▶ 修理，交換または交換部品の取り付けは，本取扱説明書を順守した場合に限って認められま
す。本書に記載されていない作業については，最初に当社の許可を得るようにしてください。
当社は，本製品に対する許可されていない作業や不適正な使用によって発生した損傷に関して
責任を負いません。



基本取扱説明書

保証

IM 01U10B00-00JA-R, 4 版, 2020-04-16 11 / 110

3 保証

修理が必要な場合は，当社営業拠点または代理店にお問い合わせください。

本製品の保証条件は，当社よりお出しした見積書に記載されています。

保証期間中に当社要因により生じた故障は，当社が無償で修理いたします。

本製品が不具合になった場合には，不具合の詳しい内容についてご連絡ください。不具合の経過お
よび MS コード，シリアルナンバーについてもご連絡ください。略図など情報を追加することで，
不具合の原因特定や修理が容易になります。

故障した機器についての無償修理の適否は，当社の調査結果によるものとします。例えば，当社に
よる水を使用した流量校正により，出力が定められた流量精度から外れている場合，機器は故障し
ていると見なされます。

次のような場合には，保証期間でも無償修理の対象になりませんのでご了承ください。
▪ 付着，詰まり，沈殿物，摩耗または腐食が，機器の実際の使用の結果として生じる場合。
▪ 流体中の固体，油圧衝撃，または同様の影響を与える物によって機器が機械的に損傷を受ける

場合。
▪ 順守する必要のある，該当する一般仕様書や取扱説明書の指示に従わなかった場合。
▪ お客様の不適切な設置による故障または損傷 (例えば，配管継手の不十分な締付けなど)。
▪ 仕様条件を超えた操作，取扱い，または保管による故障または損傷。
▪ お客様の不適切または不十分な保守による故障または損傷 (例えば，機器のカバーを開けたた

めに水や異物が侵入した場合など)。
▪ 当社が定めた設置場所基準に適合しない場所での使用，および不適切な設置場所での保守によ

る故障または損傷。
▪ 当社もしくは当社が委託した者以外による改造または修理に起因する故障または損傷。
▪ 納入後の移設が不適切であったための故障または損傷。
▪ 本製品に接続されたその他の装置などの外部要因による故障または損傷。
▪ 火災，地震，風水害，落雷などの天災をはじめ，原因が本製品以外の事由による故障または損

傷。
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4 製品仕様

4.1 配送品の内容

本製品の配送品の内容がすべて揃っているか，以下の一覧表を使用して確認してください。

表 1: 概要: 配送品の内容

一体形 分離形 スペアの
検出器

スペアの
変換器

検出器
1 個

1 個 1 個 –

変換器 1 個 – 1 個

接続ケーブル –
MS コー
ドによる

長さ
– –

端子配線補助工具 2 個 2 個 2 個 2 個

2 インチ配管 (パイプ) 取付セット
▪ ブラケット
▪ U字金具
▪ 取付用部品 (ナット 2 個，ワッシャー 2 個，六角

穴付きボルト 4 個)

- １式 – １式

検出器用配管 (パイプ) 取り付けセット (付加仕様 PD)
▪ ブラケット
▪ U字金具
▪ ベースプレート
▪ 取付用部品 (ナット 14 個，ワッシャー 6 個，ボ

ルト 4 個，ノッチ付ワッシャー 8 個，ゴム製緩
衝材 4 個)

– １式 １式 –

ケーブル配線口がMねじ，かつ防爆認証がない場合，
ケーブルグランド付属

注意事項:
▪ ケーブル配線口がMねじ以外の場合，ケーブルグ

ランドは付属しません。
▪ 防爆認証製品の場合，ケーブルグランド付属の

有無は変わることがあります。適用される防爆
用取扱説明書をご覧ください。

2 個 2 個 – 2 個

検出器と変換器間の接続ケーブル用ケーブルグラン
ド (金属製) (取付済み)

– 2 個 – –

接続ケーブルを短くして使用するための終端キット
(付加仕様 L000 または Y000 を除く) (説明書付属)。

– １式 – –

以下の内容のドキュメントフォルダ
▪ 製品 CD/DVD (全ての製品ドキュメントを含む)
▪ クイックマニュアル
▪ Safety Regulation マニュアル
▪ 証明書 (MS コードによる) などの文書

１式 １式 １式 １式



 仕様の識別

基本取扱説明書

製品仕様

IM 01U10B00-00JA-R, 4 版, 2020-04-16 13 / 110

4.2 仕様の識別

MSコードは，一般仕様書と併せて本製品の識別に使用されます。MSコードは各主銘板に記載され
ています。

4.2.1 銘板

検出器と変換器の各々に主銘板と追加の銘板が貼付されており，それらには別々の情報が記載され
ています。

注記 個別のアプリケーション (例えば，船舶用途 (付加仕様 MC␣)) の場合は，それぞれの該当する規制
に従って，銘板上の制限事項に加えてさらに制限事項が適用されることがあります。選択した付加
仕様によって，銘板の言語が変わることがあります (付加仕様 VE に伴うロシア語など)。

各銘板の違いを以下に示します。

検出器

検出器の主銘板

1

5

4
3

2

6 7

11 10 9

8

12

1 MS コード 7 取扱説明書の参照が必要であることを
意味する警告

2 シリアルナンバー 8 規格適合マーキングエリア

3 製造年 9 製造者住所

4 周囲温度範囲 10 室温における最大許容試験圧力

5 材質の種類 11 室温における最大許容作動圧力

6 流量方向 12 最大許容流体温度

検出器の追加銘板
i 3

4

1

2

35 

16.8 

144 

1 検出器の校正定数 3 取扱説明書の参照が必要であることを
意味する警告

2 お客様指定の位置タグナンバー
(付加仕様 BG)

4 Ex マークの場所 (防爆用取扱説明書 を
ご覧ください)
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変換器

変換器の主銘板

8

1

2

3

4

5

6

7

i

RCES34S-50BD40-OE70-    -4-JA1

1234567

2015

24VAC or 100...240VAC, 50/60Hz

24VDC or 100...120VDC; 10W

-40...+60 
o
C

1 MS コード

2 シリアルナンバー

3 製造年

4 電源電圧の範囲

5 周囲温度範囲

6 取扱説明書の参照が必要であることを意味する警告

7 規格適合マーキングエリア

8 製造者住所

変換器の追加銘板

i 3

2

1

1 お客様指定の位置タグナンバー (付加仕様 BG)

2 Ex マークの場所 (防爆用取扱説明書 をご覧ください)

3 取扱説明書の参照が必要であることを意味する警告
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変換器のラベル 31 2

1 変換器

2 変換器の端子箱カバー

3 ラベル

2

3

4

6

7

9

8

10

5

1

1 スペアのシリアルナンバー 6 ハードウェアレビジョン

2 シリアルナンバー 7 Ex ワーク / アップデートの日付

3 メインソフトウェアレビジョン 8 機器レビジョン / 機器レビジョンの互
換性

4 センサソフトウェアレビジョン 9 通信の種類

5 表示器ソフトウェアレビジョン 10 「IDENT NUMBERS」サポート
(PROFIBUS PA の場合のみ)

注記 ソフトウェアのバージョンは，電源投入後に表示器に以下のように表示されます。

▶ 「SW_Revision」は「Main」と表示されます

▶ 「Sensor_FW」は「Sensor」と表示されます

▶ 「HMI_FW」は「Indicator」と表示されます



基本取扱説明書

製品仕様  仕様の識別

16 / 110 IM 01U10B00-00JA-R, 4 版, 2020-04-16

4.2.2 MS コード

一般仕様 Rotamass Total Insight コリオリ質量流量計で使用できる特長・機能はすべて，MS コードの選択に
より指定されます。

それぞれの仕様に対応するMS コードのポジションが，青色で強調表示されます。

U S 36 40H BA1 0 2 C5 A NN00 2 JA 1 P8- - - - /-RC

1 2 3 4 6 75 9 10 11 12 13 14 158

図 1: MSコードの例

MSコードの詳細は，該当する製品シリーズの一般仕様書(GS)を参照してください。

Rotamass Total Insight のMS コードについて以下で説明します。

項目1 – 14は必須指定項目です。オーダー時に必ず指定してください。

付加仕様 (項目15) は，スラッシュ (/)で他の項目と区切って個別に選択・指定することができま
す。

- - - - /-RC

1 2 3 4 6 75 9 10 11 12 13 14 158

1 変換器

2 検出器

3 流量計サイズ

4 接液部材質

5 プロセス接続口径

6 プロセス接続の種類

7 検出器ハウジング材質

8 流体温度範囲

9 質量流量および密度の精度

10 形状およびハウジング

11 防爆認証

12 ケーブル配線口

13 通信の種類およびI/O (入出力)

14 表示器

15 付加仕様
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4.3 質量流量計の構成部品

一体形

4

5

2

5

1

5

1

3

6

1 プロセス接続

2 入出力信号および電源配線用端子箱カバー

3 表示部カバー

4 電源ケーブル配線口

5 ブラインドプラグ

6 入出力信号用ケーブル配線口

分離形 4

6

7

7

9

10

3

1

21

3

8

5

1 プロセス接続

2 端子箱

3 接続ケーブル配線口

4 表示部カバー

5 検出器接続端子箱カバー

6 入出力信号および電源配線用端子箱カバー

7 ブラインドプラグ

8 入出力信号用ケーブル配線口

9 電源ケーブル配線口

10 接続ケーブル
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5 運搬および保管

5.1 運搬

本製品の運搬に際しては，以下の条件が適用されます。

▶ 梱包に貼られた運搬に関する注意事項を順守してください。

▶ 損傷を防止するため，なるべく当社から出荷したときの包装状態にして，保管してください。

▶ 運搬中，プロセス接続の保護カバーや表面保護材などの保護部材を取り外さないでください。

▶ 重量が 15 kg 以上の場合，2 人以上の人で，適切な運搬具 (肩帯，つり上げ装置，台車) を使っ
て，つり上げおよび運搬を行ってください。

 警告
本製品が滑って落下することにより怪我をするリスク

▶ つり上げロープの支持点が，必ず本製品の重心より高い位置になるようにしてください。

▶ 地域が定める規制を満たすつり上げ装置を使用してください。

▶ プロセス接続につり上げロープを掛けてください。

▶ 本製品を変換器ハウジング，検出器のネック部分，フランジの穴を用いてつり上げないでく
ださい。

つり上げロープは，常に検出器のプロセス接続に掛けるようにしてください (Rotamass Nano は除
く)。下図で×印の付いている図は，禁止されているロープの掛け方です。これは，分離形，端子
箱距離延長形の分離形および一体形に適用され，形状に無関係です。プロセス接続にフランジを使
用しない場合は，必要に応じて，つり上げロープが滑る恐れがないようにする必要があります (例:
Rotamass Hygienic)。

図 2: 検出器へのつり上げロープの掛け方 (形状に無関係) (×印は禁止されているロープの掛け方)
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5.2 保管

本製品の保管に際しては，以下の条件が適用されます。

注記 湿度の高い場所での保管により本製品に損傷を与えるリスク

▶ 本製品は，雨のかからない，湿度の高くない場所に保管してください。

▶ 相対湿度が 95 % を超えないようにしてください。

注記 保管中の機械的摩耗により本製品に損傷を与えるリスク

▶ 本製品は，機械的影響がない場所に保管してください。

▶ 許容保管温度を確実に守ってください。仕様 [} 107] をご覧ください。

▶ 本製品を直射日光から保護して，許容保管温度を超えないようにしてください。

▶ 本製品は，雨のかからない，湿度の高くない場所に保管してください。

▶ プロセス接続の表面保護材やカバーなどの保護部材を取り外さないでください。外れた場合に
は，再度，取り付けてください。

▶ 使用した本製品を保管する場合は，その前に，測定チューブ，プロセス接続およびヒートトレ
ース接続 (該当する場合) から全ての流体を完全に排出します。その後，本製品を完全に洗浄し
てください。分解および廃棄 [} 106] をご覧ください。
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6 取付形状

6.1 設置に関する注意

 警告
十分なトレーニングを受けていない方による設置により，作業中に怪我をするリスク

▶ 本製品の設置は，しかるべき技術を有する方のみが行ってください。

注記 過度の機械的ストレスにより本製品に損傷を与えるリスク

▶ 本製品を架台として用いないでください (配管設備の設置作業時など)。本製品を外部荷重の支
持に用いないでください (配管の支持など)。また，本製品の上に重い工具を置かないようにし
てください (配管設備の設置作業時など)。

▶ 本製品の重量により配管に機械的な力が加わり，プロセス接続に引張力が生じることがあり
ます。配管設計時，上記を防ぐための手段を講じてください。

注記 機械的影響により本製品に損傷を与えるリスク

▶ 振動，衝撃，機械的ひずみが本製品に加わることを防止してください。

注記 電磁放射の増加によって影響を受けやすい別の電気機器に誤動作を引き起こさないように，各一般
仕様書の環境条件を満たすようにしてください (GS01U10B0␣␣-00␣␣-R 参照)。

6.1.1 取付寸法

検出器および変換器の寸法と取付寸法は，該当する Rotamass Total Insight シリーズの一般仕様書
の機械的仕様 の章に一覧表示されています。

6.1.2 設置場所

本製品を長期にわたって安定してご使用いただくために，設置場所に関する以下の項目に従ってく
ださい。

 注意
自由に動かせるスペースが狭いために，設置作業中に怪我をするリスク

▶ 取付け，配線，点検等を行うために十分な広さが確保できる場所を設置場所として選定して
ください。

注記 過酷な環境条件により本製品に損傷を与えるリスク

▶ 本製品を激しい温度変動にさらされる場所に設置しないでください。

▶ 本製品を直射日光にさらされる場所に設置しないでください。もしくは，日よけを追加して
ください。

▶ 制御弁のすぐ後ろのような，キャビテーションの影響を受けやすい位置へ設置しないように注
意してください。

▶ 本製品は，モータ，変圧器，その他の変換器から離れた場所に設置してください。

▶ 同じ種類の2台の検出器を直列に設置する場合には，特注仕様が必要になります。当社営業拠
点または代理店にお問い合わせください。

▶ 本製品は，海抜高度 2000 m より低い場所で動作させてください。

▶ 可能ならば，垂直配管の流出口付近へ本製品を設置することは避けてください。

▶ 危険場所に設置する場合は，別冊の防爆用取扱説明書も順守してください。
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▶ 本製品にはコンパス自差に対する予防措置がないため，磁気コンパスから離して設置してくだ
さい。

▶ コリオリ質量流量計の密度測定は設置方向に依存するため，補正が必要になります。設置方向
が垂直および水平の場合 (最大偏差 ± 5°) は，検出器の設置方向の選択が適切に行われていれ
ば，変換器によって自動的に行われます。その他の設置方向 (垂直または水平の取付に対する
傾斜角 ≥ 5°) の場合，補正は変換器で自動的に行われないため，考慮する必要があります。高
精度で密度を測定したい場合は，検出器を水平もしくは垂直以外の向きに設置しないようお勧
めします。

6.1.3 注意事項

設置作業を行う際は，以下の設置に関する一般的な注意事項を順守してください。

▶ 本製品の設置作業において，衝撃や振動をできるだけ加えないように注意してください。

▶ ゼロ点調整を容易にするため，遮断弁およびバイパスラインを使用してください。

1

2

23

図 3: 遮断弁およびバイパスライン

1 バイパスバルブ

2 遮断弁

3 コリオリ質量流量計

▶ 液体の測定を行う場合，測定チューブが配管の一番高い位置にならないように注意してくださ
い。測定チューブ内での気泡の形成や気体の蓄積によって，測定の不確かさが増加します。

▶ 気体の測定を行う場合，測定チューブが配管の一番低い位置の直前にならないように注意して
ください。凝縮物のような液だまりによって精度が低下することがあります。

▶ 垂直配管の開放流出口の直前への取り付けは避けてください。

▶ 測定中に，検出器が空運転しないように注意してください。例えば，充填アプリケーションに
おいて容器への間隙の前に検出器を取り付けた場合などです。これにより，測定誤差を生じる
ことがあります。これを避けるために，開放の垂直配管に絞りを取り付けるか，配管の呼び径
より小さい径のオリフィスゲージを使用してください。

▶ 各製品は，出荷の前に圧力試験を実施しています。

6.1.4 取付姿勢

Rotamass Total Insight コリオリ質量流量計は，水平，垂直または傾いた状態に取り付けることが
できます。測定チューブは，使用中，完全に流体で満たされている必要があります。測定チューブ
内の空気だまりや気泡が測定誤差になることがあるためです。上下流とも直管部を設ける必要はあ
りません。
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横向きの姿勢 本製品を取り付ける際，横向きの姿勢にしないように注意してください。精度が低下することがあ
ります。

図 4: 避けるべき取り付け方法: 横向きの姿勢

水平設置 ▶ 液体の場合，低流量の場合に気体が溜まらないように測定チューブを下側にします。

▶ 気体の場合，低流量の場合に液体が溜まらないように測定チューブを上側にします。

図 5: 水平設置，測定チューブを下側にする

図 6: 水平設置，測定チューブを上側にする

図 7: 固形物および/または気泡が溜まるリスク
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垂直設置 (推奨) ▶ 保守，製品使用開始，製品交換の際，配管を容易に空にすることができます。

▶ 気泡がより逃げやすくなります。

▶ ゼロ調整の際に，1個のカット弁で流量ゼロの状態を確保することができます。

図 8: 垂直設置

6.1.5 サニタリ設置

EHEDG 準拠の取付け
欧州衛生工学・設計グループ (EHEDG) の要件に準拠するよう，以下の側面が考慮される必要があ
ります。

▶ 本製品に液だまりが発生しないよう取り付ける (以下の図参照)。垂直設置推奨。

▶ EHEDG 準拠プロセス接続では， EHEDG Position Paper 「Easy cleanable Pipe couplings and
Process connections」の最新版に従い，プロセス接続とガスケットを組み合わせることが求め
られます。

図 9: EHEDG に準拠した取付姿勢

3-A 準拠の取付け
分離形変換器の取付け ▶ 3-A 衛生規格に準拠するよう，分離形変換器は下図のとおり，つり下げ取付けに限定されてい

ます。

注記 変換器の固定

ブラケットに変換器を固定するには，六角ボルト (M6x10) またはゴムキャップ付きのソケットヘッ
ドボルトを使用する必要があります。
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図 10: 分離形変換器のつり下げ取付け

検出器の取付け (分離
形または一体形)

▶ 3-A 衛生規格に準拠するよう，検出器は流体が上向きに流れるよう (液だまりのないよう) 垂直
に設置することが推奨されます。以下の図をご覧ください。

図 11: 液だまりの発生しにくい垂直設置

▶ 下図に示すとおり，検出器のチューブを下側にした水平設置の場合は，エアパージによって排
出する必要があります。

図 12: チューブを下側にした水平設置

▶ 定置洗浄 (CIP) を適用するには，検出器の洗浄に1.5 m/s の標準最小流速を用いる必要がありま
す。体積流量は，プロセス接続部の断面積を用いて定めます。
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継手およびガスケット
に関する注意事項

▶ 一般注意事項: 3-A に準拠するよう，隣接する配管の内径 (ID) を，検出器継手のプロセス接続
の内径 (ID) と一致させる必要があります。

▶ DIN 11851 プロセス接続 (プロセス接続 HS2) が3-A 規格に準拠するよう，Kieselmann GmbH
の ｋ-flex ガスケットシステムあるいは類似の特殊な衛生ガスケットを使用する必要がありま
す。

6.2 開梱

設置の前に，以下の項目に従って開梱してください。

▶ 梱包および内容物に損傷がないか確認してください。

▶ 設置作業を開始するまで，プロセス接続の保護キャップや表面保護材などの保護部材を取り外
さないでください。

▶ 各国ごとの法規制に従って梱包材を廃棄してください。

6.3 検出器の取付け

6.3.1 設置に関する順守事項

 危険
配管接続の異常に起因する流体漏れにより怪我をするリスク

▶ 検出器を取付ける前に，配管の倒れや偏心を修正してください。

図 13: 避けるべき取付け: 倒れおよび偏心

▶ 検出器を直接固定することは避けてください。これにより，測定誤差が増加することがありま
す。

1 12

図 14: 避けるべき取り付け方法: 検出器の固定
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1 12

図 15: 推奨取り付け方法: 配管を使用して検出器を支持

1 配管

2 検出器

▶ 配管を固定してから本製品を取り付けるようにしてください。

▶ プロセス接続に損傷を与えないように注意してください。

▶ 本製品を取り付ける前に，新しい配管を洗浄して削りくず，残留物などの異物を除去してくだ
さい。

ノイズ発生の回避

良好な質量流量の測定を行うには，ゼロ点の安定が必須です。不適切な取付けによって，ゼロ点安
定性に影響を与える機械的応力やフローノイズが生じることがあります。

ノイズの発生を避けるために，以下のような対策をとってください。

▶ 緩衝材 (シリコンまたはその他材料などのクッション材) を使用して検出器を支えてください。

▶ 配管を調整する際に，検出器にひずみや応力が加わらないようにしてください。

▶ 本製品の隣接部では，配管の縮小や拡大は行わないでください。

▶ 検出器の近くで制御弁，オリフィス，その他の振動や騒音を発生するものを使用しないでくだ
さい。

6.3.2 配管への取付け

検出器と配管の接続には，プロセス接続に応じてフランジ，端子またはねじ接続を用います。MS
コードから選択したプロセス接続の情報が得られます。

 危険
フランジ規格に合っていない部品の使用，またはトレーニングを受けていない方による設置に起因
する流体漏れにより怪我をしたり，本製品に損傷を与えるリスク

▶ 取付用部品 (ボルト，ナット，端子，クランプ，ガスケット等) は配送品に含まれておりませ
ん。お客様にて用意してください。オペレータの方の責任において，適切なガスケットを選
択し，それに合致するトルク値を決めてください。

▶ 本製品を取り付ける直前に，プロセス接続の保護キャップや表面保護材などの保護部材を取り
外してください。

▶ 配管を流れる流体の流れ方向は，本製品上の矢印によって示されています。表示された流れ方
向に従って検出器を取り付け，密度測定にて最良な測定結果が得られるようにする必要があり
ます。

流体を矢印の方向と逆方向に流したい場合は，変換器のメニューでパラメータ[流れ方向]を変
更してください。該当するソフトウェア取扱説明書を参照してください。
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クランプ接続 クランプ接続は，下図に示すように取り付けてください。

3

2

1

図 16: クランプ接続

1 端子

2 ガスケット

3 クランプ
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フランジの取付け ▶ フランジに適しているボルトとナットを使用してください。

▶ 配管の口径が本製品の口径から外れる場合，適切なレデューサーを使用してください。

▶ ガスケットの内径がフランジの内径を下回らないように注意してください。

3

1 2

4

5

図 17: フランジの取付け

1 配管側フランジ

2 ガスケット

3 検出器側フランジ

4 ボルト

5 ナット

めねじ接続 めねじプロセス接続の場合は，下図に従って取り付けてください。

1

2

3

図 18: めねじ接続

1 検出器

2 ガスケット (NPT の場合は使用しない)

3 配管
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注記 取付け用のシールテープの使用

NPT のめねじ接続の場合は，シールテープを使用して取り付けてください。

6.3.3 Rotamass Nano の取付け (付加仕様 PD)

Rotamass Nano の場合，ブラケットと U 字金具を使用して DN50 (2 インチ) 配管に検出器を取り付
けます (MS コードのポジション 15，付加仕様 PD)。

注記 ブラケットには振動ダンパーが含まれていますが，振動が極端に大きい場合は，最良の性能を得る
ためにより優れたダンピング装置が必要になることがあります。

図 19: 2 インチパイプ取付用金具 (Nano の付加仕様 PD)

6.3.4 粘度機能のための取付けの推奨事項

この機能を使うには，配管の差圧を測定する外部の差圧伝送器 (別注) が必要です。推定粘度の精度
は，圧力伝送器の精度，圧力タップの正確な位置および実装に大きく依存します。

注記 必要となる圧力タップは，Rotamass 検出器のおよそ 4D – 5D の上流と下流の配管に設置する必要
があります。差圧伝送器は，電流入力を介して Rotamass 変換器に直接接続します (電流入力機能
が有効でなければなりません)。
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HART

図 20: 圧力タップの位置 / HART 通信回線

① 取付けフランジ ④ 差圧伝送器 (HART 通信)

② 圧力タップ ⑤ HART 通信機能

③ Rotamass Total Insight (HART 通信) ⑥ その他のフロー要素

PROFIBUS PA

図 21: 圧力タップの位置 / PROFIBUS PA 通信回線

① 取付けフランジ ⑤ PROFIBUS PA 通信回線

② 圧力タップ ⑥ PROFIBUS PA 接続箱

③ Rotamass Total Insight
(PROFIBUS PA 通信)

⑦ その他のフロー要素

④ 差圧伝送器 (PROFIBUS PA 通信)

x, y = 4 ~ 5 x D (最小値)
x Rotamass Total Insight 検出器の上流または下流の配管長

y 圧力伝送器の上流または下流の配管長

D プロセスラインの内径
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6.4 断熱箱およびヒートトレース

6.4.1 ヒートトレース

大部分の用途では，検出器用の断熱箱やヒートトレースは必要ではありません。断熱箱やヒートト
レース付きの製品は，特定の技術的アプリケーションに使用可能です。該当する一般仕様書を参照
してください。流体温度が周囲温度と約 80 ℃以上差がある場合を始めとして，最大限の精度を維
持することを目指す場合は，検出器の断熱を推奨します。これらの測定では，流体温度の安定性に
対する必要条件が増すことにも気を付ける必要があります。

検出器は，ステンレス鋼パイプを流れる熱伝達流体によるヒートトレースによって加熱されます。
熱伝達流体は，選択可能なプロセス接続から供給されます。オペレータの方の責任において，熱伝
達流体の温度制御を行ってください。ここでは，熱伝達流体の圧力および温度の仕様を順守する必
要があります。該当する一般仕様を参照してください。

ヒートトレースを使用できるのは分離形の製品のみです。ご注文の際は，適切な付加仕様を含む製
品仕様を選択してください。該当する一般仕様書を参照してください。

 警告
周囲温度の上昇により変換器が過熱するリスク

測定電子回路の故障

▶ 変換器の最大許容周囲温度を順守してください。

▶ 熱源から十分離れた位置に変換器を設置してください。

6.4.2 お客様による断熱

お客様によって断熱される場合，適切な形状の検出器 (分離形，端子箱距離延長形) を選定していた
だくことが重要です。断熱部上端と検出器端子箱下端との間隔が 40 mm 以上必要です。

推奨する断熱材は 厚さ80 mm，熱伝達率 0.4 W/m² K です。

1
最小 40 mm

図 22: お客様による断熱

1 断熱箱

 危険
危険場所に設置する場合は，適用される防爆用取扱説明書も順守してください。
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6.5 変換器の取付け

6.5.1 表示器の回転および交換

変換器の表示器は，本製品の取付姿勢に合わせて回転させることができます。

注記 以下の作業は，次の周囲条件でのみ行ってください。

▶ 31℃以下の温度: 相対湿度の最大値は80%

▶ 31℃から40℃の間の温度: 相対湿度の最大値は80%から50% (温度に比例して減少)

1. 電源を切ります。

2. 六角レンチ (呼び: 3.0) を使用して， 表示カバーの錠締めねじを右 (時計まわり) に回してロック
を外します。

3. 変換器ハウジングから表示部カバーを外します。

4. 表示器から 2 本のねじを外します。
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5. 前に引いて，ハウジングから表示器を外します。

6. 必要とされる向きに表示器を回転して，ハウジングに押し付けます。

注記 表示器はコネクタを緩めることによって外したり，交換することができます。
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7. ねじを締めます。

8. 表示部カバーを変換器ハウジングにねじ込みます。

9. 六角レンチ (呼び: 3.0) を使用して， 表示カバーの錠締めねじを左 (反時計まわり) に回して，ロ
ックしてください。
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6.5.2 変換器ハウジングの回転 (一体形)

変換器ハウジングは，4 方向の中から任意の方向に取り付けることができます。

 警告
水の浸入による短絡の危険性

測定電子回路の故障

▶ ケーブルをつたわって本製品へ水が浸入するのを防ぐため，
ケーブルグランドが上向きにならないように変換器を取り付けてください。

 警告
検出器の接地接続不良

危険場所における感電や発火の危険性

▶ ねじを締める場合，4.3 Nm 以上のトルクで締めてください。

注記 本製品に損傷を与える危険性

変換器ハウジングの回転を同じ方向に複数回行うと，検出器と変換器の間のケーブル接続に損傷を
与えることがあります。

▶ 変換器ハウジングを同じ方向に 270° を超えて回転させないでください。

1. 六角レンチを使用して， 4 本の取付ねじを外します。

2. 変換器ハウジングを持ち上げます。
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3. 変換器ハウジングを 90°，180° または 270° 回転させます。

4. 変換器ハウジングを元の位置に置きます。

5. 4 本の取付ねじを締めます。
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6.5.3 端子箱の回転 (分離形)

端子箱は，4 方向の中から任意の方向に取り付けることができます。

1. 4 本の取付ねじを緩め，カバーを外します。

2. 内部のケーブルが誤って引っかかって損傷することがないように，ケーブルを取り外します。

3. 六角レンチを使用して， 底面の取付ねじを外し，端子箱を 90°，180° または 270° 回転さ
せます。

4. 端子箱を置き，底面の取り付けねじを 7.4 Nm 以上のトルクで締めます。

5. 端子箱のカバーを閉じて，取付ねじを 7.4 Nm 以上のトルクで締めます。
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6.5.4 変換器のパイプへの取付け (分離形)

 警告
周囲温度の上昇により変換器が過熱するリスク

測定電子回路の故障

▶ 変換器の最大許容周囲温度を順守してください。

▶ 熱源から十分離れた位置に変換器を設置してください。取付パイプの温度にも注意してくだ
さい。

 警告
水の浸入による短絡の危険性

測定電子回路の故障

▶ ケーブルをつたわって本製品へ水が浸入するのを防ぐため，
ケーブルグランドが上向きにならないように変換器を取り付けてください。

 注意
パイプへの不十分な固定により怪我をしたり，本製品に損傷を与えるリスク

▶ 以下の取付け時の注意を順守してください。

▶ ボルトを 7.4 Nm 以上のトルクで締めます。

注記 振動レベルが高い場所への取付け

変換器をパイプに取り付るための取付金具が，振動レベルが非常に高い環境での取付けに適さない
ことがあります。この場合，ねじ穴に直接固定する，しっかりした固定方法を推奨します。

分離形変換器の場合，配送品に含まれているブラケットとU字金具を使用して2インチパイプに取
り付けることができます。

1. ブラケットを変換器の底部にねじ止めします。
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2. U字金具をパイプにかけて，ブラケットの貫通穴に通します。

3. ナットでU字金具を締め，ブラケットを固定します。
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6.6 設置のチェックリスト

本製品の配管への設置完了後，以下の確認を行ってください。

確認内容 実行の有無

機器の状態および仕様

▪ 本製品は外部から損傷を受けていませんか。
▪ 本製品は測定場所の仕様 (流体温度，プロセス圧力，周囲温度，測定レン

ジなど) を満たしていますか。

取付形状

▪ 本製品の流れ方向は配管内の実際の流量方向と一致していますか。
▪ 一致していない場合，変換器メニュー内の該当パラメータが適切に設定さ

れていますか。
▪ 測定場所の番号と銘板のラベルは設置場所と合っていますか。
▪ 取り付け位置および設置は，プロセスの環境および条件における用途 (気

体，液体の測定) と一致していますか。
▪ 変換器の許容周囲温度の仕様を確実に満たしていますか。

プロセスの環境および条件

▪ 本製品は環境的な影響 (降雨，直射日光) から保護されていますか。
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7 配線

7.1 配線に関する一般則

変換器のハウジングカバーを取付け / 取外しする際には，ねじ部や O リングに損傷や異物付着がな
いように注意して取り扱うようにしてください。

 危険
感電して致死的な怪我をする危険性

▶ 電源を切ります。

▶ 不注意によって電源が投入されないような対策を講じてください。

▶ 電源に電圧がかかっていないことを確認してください。

 危険
爆発性雰囲気の発火により致死的な怪我をする危険性

▶ ハウジングカバーを開ける際は，コンデンサが放電し部品の温度が下がるまで待つ必要があ
るため，電源オフ後20 分間待ってください。

▶ 静電気が帯電しないようにしてください。例えば，装置を乾いた布でこするなどしないでく
ださい。

 危険
静電気放電やブラシ放電による危険場所での爆発の危険性

爆発性雰囲気の発火や致死的な怪我をする危険性

▶ 静電気放電を引き起こすような行為をしないように注意してください。例えば，変換器の塗
装面を布でこすらないでください。

 危険
危険場所での不適切な配線

危険場所で本製品のケーブル接続を行う場合は，該当する防爆用取扱説明書を順守してください。

 警告
感電して怪我をするリスク

▶ 本製品の配線接続は，しかるべき技術を有する方のみが行ってください。

▶ 雨天時に屋外で配線を行わないでください。

 警告
不適切な接続ケーブルの使用に起因する火花や感電により怪我をしたり，本製品に損傷を与えるリ
スク

▶ Rota Yokogawa の正規の接続ケーブルとケーブルグランドを使用することが必須です。

▶ ケーブルを接続する際，引張力がかからないように注意してください。

 警告
誤配線により本製品に損傷を与えたり，火花が発生するリスク

▶ 接続端子 [} 45] 章の指示に従って，接続ケーブルの接続図を順守してください。

 警告
配線の固定不良により，感電して怪我をしたり，本製品に損傷を与えるリスク

▶ 端子配線補助工具を使用して接続端子を完全に開いてください。

▶ 対応する接続端子にフェルール端子付き配線を突き当たりまで挿入してください。

▶ 接続端子を閉じてください。
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 注意
周囲温度 -10 ℃以下では接続ケーブルの取り付けを行わないでください。

注記 配線作業は，次の周囲条件でのみ行ってください。31 ℃以下の温度では相対湿度の最大値は
80 %，31 ℃ から 40 ℃ の間の温度では相対湿度の最大値は 80 % から 50 % (温度に比例して減
少)。

注記 伝導性および放射性の電磁放射により，隣接する場所の EMC に影響する可能性があることに注意
してください。

注記 不適正な接地や誤配線，仕様外のケーブルの使用は，本製品の損傷や，電磁放射の増加によって別
の敏感な電気機器に誤動作を引き起こす可能性がありますので注意してください。

注記 間違った入力電圧の印加により，電磁放射の増加によって別の敏感な電気機器に誤動作を引き起こ
す可能性がありますので注意してください。

▶ 配線については，関連する国家規格を順守する必要があります。

▶ MS コードが一致した検出器と変換器のみ，組み合わせて接続できます。これらの注意事項が
順守されなかった場合は，本製品の完全な機能を保証できません。

▶ コンジット配線を行う場合には，配線接続口へコンジットを通して水が流れ込まないように防
水ケーブルグランドを使用してください。また，コンジット配管を下図のように傾斜させてく
ださい。コンジット配管の立ち上がり部分には，ドレイン排出弁を設け，定期的にドレイン抜
きを行ってください。

ドレイン排出弁

▶ 使用していないケーブル配線口はブラインドプラグを使用して閉じる必要があります。

▶ ケーブルを下向きに取り付けて，ケーブルをつたって本製品に水が流れ込まないようにしてく
ださい。

▶ 等電位接地と接地接続との間の電気的接続をしっかり行う必要があります。接地接続 [} 43]
を参照してください。

▶ ハウジングのガスケットは必ず溝の中に収まるようにして，損傷しないようにください。
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7.2 接地接続

 警告
不適切な接地により感電して怪我をするリスク

▶ 図 ｢変換器および検出器の接地接続｣に従い，この目的にために用意されている接地端子にお
いて等電位化を行ってください。

3

2

1

図 23: 検出器および変換器の接地接続

1 変換器端子箱内にある接地導体用の接地ねじ

2 等電位化のための変換器の接地端子

3 等電位化のための検出器の接地端子
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7.3 接続ケーブルの取り付け

分離形の本製品では，検出器と変換器を接続ケーブルを用いて接続します。

 注意
不適切な封止により本製品に損傷を与えるリスク

ケーブル配線口がMねじの場合は，適切なIP 定格と使用される付属品 (ケーブルグランドなど) の O
リングの適合性を確認してください。

ケーブル配線口がNPTの場合は，適切な封止対策 (シールテープの使用など) を確認してください。

最良の測定結果を得るため，また仕様との整合を確保するために，Rota Yokogawa の正規の接続
ケーブルとケーブルグランドを使用することが必須です。保護等級で示される性能を確保するため
には，配線口への取付けを専門的な方法で行う必要があります。必要な場合には，同梱された端末
キットを使って，接続ケーブルを短くすることもできます。各ケーブル付属の端末キットに同梱さ
れているケーブル終端の使用説明書をご覧ください。

1 2 3 4 7 865

図 24: ケーブルグランドの部品の取り付け

1 キャップ 5 ケーブルの外部シールド

2 接続ケーブル 6 外側コーン部品

3 プラスチック部品 7 ねじ部

4 内側コーン部品 8 ケーブル配線口

配送品に同梱されている接続ケーブルが短すぎる場合は，より長いケーブルを当社営業拠点または
代理店からご購入いただけます。
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7.3.1 接続端子

配送品には，接続ケーブルを接続端子に接続するための端子配線補助工具が入っています。
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3 2 1

1 2 3 4 5 6

図 25: 接続端子図 (左側: 変換器，右側: 検出器)

1 駆動回路 (D+/D-) 4 信号グラウンド

2 検出回路 (S1+/S1-，S2+/S2-) 5 変換器

3 温度測定回路
(TP1，TP2，TP3)

6 検出器

標準接続ケーブル (付
加仕様 L␣␣␣) の取付
け

図 26: 変換器と検出器間接続図

1 検出器

2 変換器

3 等電位接地
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緑

赤

青

白

黄
茶

ドレイン線

図 27: 端末処理された標準接続ケーブル (付加仕様 L␣␣␣)，変換器側

標準接続ケーブル (付加仕様 L␣␣␣) の接続方式

表 2: 同軸線

標準接続ケーブル (付加仕様 L␣␣␣)

端子記号 同軸線

同軸線ペアの色 線の種類 線の色

D+
緑

銅芯線 透明

D- シールド 黒

S1+
赤

銅芯線 透明

S1- シールド 黒

S2+
青

銅芯線 透明

S2- シールド 黒

表 3: 単線
標準接続ケーブル (付加仕様 L␣␣␣)

端子記号 単線

線の種類 線の色

TP1

導線

白

茶TP2

TP3 黄

COM
1)

ドレイン線
1)

–
1)

 変換器側のみ
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難燃性接続ケーブル
(付加仕様 Y␣␣␣) の取
付け

1 2

3

D+

D–

S1+

S1–

S2+

S2–

TP1

TP2

TP3

D+

D–

S1+

S1–

S2+

S2–

TP1

TP2

TP3

COM

図 28: 変換器と検出器間接続図

1 検出器

2 変換器

3 等電位接地

シールド線

1

2

3

4

5

図 29: 端末処理された難燃性接続ケーブル (付加仕様 Y␣␣␣)，変換器側

難燃性接続ケーブル (付加仕様 Y␣␣␣) の接続方式

表 4: バージョン Y␣␣␣

Y␣␣␣ ケーブル

端子記号 導体ペア番号
1)

導体色

D+
1

白

D- 青

S1+
2

白

S1- 青

S2+
3

白

S2- 青

TP1
4

白

TP2 青

TP3 5 白

COM
2)

シールド線
2)

–
1)

 導体ペア番号は，各導体に印刷された番号です。
2)

 変換器側のみ
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7.3.2 接続ケーブルの検出器への接続

注記 検出器への接続は，シールド線のないケーブル端側を使用します (ラベル表示を順守)。

注記 ケーブルが端末処理されていない場合もしくはケーブルを短くする場合は，端末キットに付属して
いる別冊の説明書の注意事項を順守してください。

1. 端子箱カバーの 4 本のねじを緩め，カバーを外します。

2. ケーブルグランドからキャップを外してクランプを引き出します。

3. ケーブルをキャップとクランプに通します。

4. 切り込みの入ったケーブル外部被覆を取り除きます。

5. ケーブルの外部シールドをクランプ上に折り返してかぶせます。

6. ケーブル配線口から検出器内に入れます。

7. 端子接続図に従って，端子配線補助工具を使用して配線を接続端子に接続します。接続端子
[} 45] をご覧ください。

8. ケーブルグランドを組み立てて，キャップを配線口に締めつけてください。

9. 端子箱カバーを閉じて，4 本のねじで固定します。



 接続ケーブルの取り付け

基本取扱説明書

配線

IM 01U10B00-00JA-R, 4 版, 2020-04-16 49 / 110

7.3.3 接続ケーブルの変換器への接続

1. 検出器接続端子箱カバーの 4 本のねじを緩め，カバーを外します。

2. ケーブルグランドからキャップを外してクランプを引き出します。

3. ケーブルをキャップとクランプに通します。

4. 切り込みの入ったケーブル外部被覆を取り除きます。

5. ケーブルの外部シールドをクランプ上に折り返してかぶせます。

6. ケーブルを配線口から変換器内に入れます。

7. 端子接続図に従って，端子配線補助工具を使用して配線を接続端子に接続します。接続端子
[} 45] をご覧ください。

8. ケーブルグランドを組み立てて，キャップを配線口に締めつけてください。

9. 検出器接続端子箱カバーを閉じて，4 本のねじで固定します。
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7.4 変換器

7.4.1 接続端子

 警告
不適切な接地により感電して怪我をするリスク

▶ 接地ねじを使用して接地導体を接続します。

▶ 電源ケーブルの接地導体の接続には，M4 リング型圧着端子またはフォーク型圧着端子を使用
してください。

L
/+

N
/-

3

1

4

2

8

7

6

5

9

図 30: I/O 出力および変換器電源用の端子

1 電源接続端子 6 I/O2 +/- 用接続端子

2 端子箱の接地ねじ 7 I/O3 +/- 用接続端子

3 接地端子 8 I/O4 +/- 用接続端子

4 錠締めねじ 9 WP: ライトプロテクト端子

5 I/O1 +/- 用接続端子

7.4.2 HARTおよびModbus の接続端子

質量流量計の仕様に応じて，接続端子の配列は異なります。接続端子の配列例を以下に示します
(MSコードのポシション13＝JK，M7。入出力信号 の章を参照してください)。

HART

WP

ON/

OFF

P/Sout1Iout1

(I/O1) (I/O2)

Sin

(I/O3) (I/O4)

Iin

I/O1: Iout1 電流出力 (アクティブ / パッシブ)

I/O2: P/Sout1 パルス / ステータス出力 (パッシブ)

I/O3: Sin ステータス入力

I/O4: Iin 電流入力 (アクティブ / パッシブ)

WP: ライトプロテクト



 変換器

基本取扱説明書

配線

IM 01U10B00-00JA-R, 4 版, 2020-04-16 51 / 110

Modbus

WP

ON/

OFF

P/Sout1Iin

(I/O1) (I/O2)

Modbus

(I/O3) (I/O4)

C AB

I/O1: Iin 電流入力 (パッシブ)

I/O2: P/Sout1 パルス / ステータス出力 (パッシブ)

I/O3-I/O4: Modbus RS485 入出力

WP: ライトプロテクト

7.4.3 HARTおよびModbus の割り当て

MS コードポジション 13 による I/O 出力用接続端子の割り当てを下表に表示します。

次の図は，MS コードの関連するポジションを示します。

- - - - /-RC

1 2 3 4 6 75 9 10 11 12 13 14 158

HART 通信機能用入出力端子の設定

HART I/O 表 5: HART の接続端子の割り当て

MS コード
ポジション 13

接続端子割り当て

I/O1 +/- I/O2 +/- I/O3 +/- I/O4 +/- WP

JA
Iout1

アクティブ

P/Sout1

パッシブ
– –

ライトプロテ
クト

JB
Iout1

アクティブ

P/Sout1

パッシブ

P/Sout2

パッシブ

Iout2

アクティブ
ライトプロテ
クト

JC
Iout1

アクティブ

P/Sout1

パッシブ
Sin

Iout2

アクティブ
ライトプロテ
クト

JD
Iout1

アクティブ

P/Sout1

パッシブ

Sout

パッシブ

P/Sout2

パッシブ
ライトプロテ
クト

JE
Iout1

アクティブ

P/Sout1

パッシブ
Sin

P/Sout2

パッシブ
ライトプロテ
クト

JF
Iout1

アクティブ

P/Sout1

パッシブ
Sin

P/Sout2

アクティブ

内部プルアッ
プ抵抗

ライトプロテ
クト

JG
Iout1

アクティブ

P/Sout1

パッシブ
Sin

P/Sout2

アクティブ
ライトプロテ
クト



基本取扱説明書

配線  変換器

52 / 110 IM 01U10B00-00JA-R, 4 版, 2020-04-16

MS コード
ポジション 13

接続端子割り当て

I/O1 +/- I/O2 +/- I/O3 +/- I/O4 +/- WP

JH
Iout1

アクティブ

P/Sout1

パッシブ

Iout2

パッシブ

Iin

アクティブ
ライトプロテ
クト

JJ
Iout1

アクティブ

P/Sout1

パッシブ

P/Sout2

パッシブ

Iin

アクティブ
ライトプロテ
クト

JK
Iout1

アクティブ

P/Sout1

パッシブ
Sin

Iin

アクティブ
ライトプロテ
クト

JL
Iout1

アクティブ

P/Sout1

パッシブ

Iout2

パッシブ

Iin

パッシブ
ライトプロテ
クト

JM
Iout1

アクティブ

P/Sout1

パッシブ

P/Sout2

パッシブ

Iin

パッシブ
ライトプロテ
クト

JN
Iout1

アクティブ

P/Sout1

パッシブ
Sin

Iin

パッシブ
ライトプロテ
クト

JP
Iout1

パッシブ

P/Sout1

パッシブ

Iout2

パッシブ
–

ライトプロテ
クト

JQ
Iout1

パッシブ

P/Sout1

パッシブ

Iout2

パッシブ

P/Sout2

パッシブ
ライトプロテ
クト

JR
Iout1

パッシブ

P/Sout1

パッシブ

NAMUR

Iout2

パッシブ
–

ライトプロテ
クト

JS
Iout1

パッシブ

P/Sout1

パッシブ

NAMUR

Iout2

パッシブ

P/Sout2

パッシブ

NAMUR

ライトプロテ
クト

Iout1 アナログ電流出力 (HART 通信)

Iout2 アナログ電流出力

Iin アナログ電流入力

P/Sout1 パルス / ステータス出力

P/Sout2 パルス / ステータス出力

Sin ステータス入力

Sout ステータス出力



 変換器

基本取扱説明書

配線

IM 01U10B00-00JA-R, 4 版, 2020-04-16 53 / 110

Modbus 通信機能用入出力端子の設定

Modbus I/O 表 6: Modbus の接続端子の割り当て

MS コード
ポジション 13

接続端子割り当て

I/O1 +/- I/O2 +/- I/O3 + I/O3 - I/O4 + I/O4 - WP

M0 –
P/Sout1

パッシブ
– Modbus C Modbus B Modbus A

ライト
プロテク
ト

M2
Iin

アクティ
ブ

P/Sout1

パッシブ
– Modbus C Modbus B Modbus A

ライト
プロテク
ト

M3
P/Sout2

パッシブ

P/Sout1

パッシブ
– Modbus C Modbus B Modbus A

ライト
プロテク
ト

M4
P/Sout2

アクティ
ブ

P/Sout1

パッシブ
– Modbus C Modbus B Modbus A

ライト
プロテク
ト

M5

P/Sout2

アクティ
ブ

内部
プルアッ
プ抵抗

P/Sout1

パッシブ
– Modbus C Modbus B Modbus A

ライト
プロテク
ト

M6
Iout1

アクティ
ブ

P/Sout1

パッシブ
– Modbus C Modbus B Modbus A

ライト
プロテク
ト

M7
Iin

パッシブ

P/Sout1

パッシブ
– Modbus C Modbus B Modbus A

ライト
プロテク
ト

Iout アナログ電流出力 (HART通信なし)

Iin アナログ電流入力

P/Sout1 パルス / ステータス出力

P/Sout2 パルス / ステータス出力

7.4.4 HARTおよびModbus の通信機能

HART 通信機能

HART インターフェイ
ス

HART 通信機能の機器の場合，HART 通信信号はアナログ信号に重畳され，電流出力Iout1 において
使用可能です。Iout1 には，負荷抵抗 230 – 600 Ω を推奨します。

HART通信ツールの接続方法は，該当するソフトウェア取扱説明書(SW-IM) IM01U10S01-00␣␣-Rに
記載されています。

Modbus 通信機能

Modbus インターフェ
イス

Rotamass Total Insight の Modbus インターフェイスは，「MODBUS over serial line specification
and implementation guide V1.02」に従っています。計装の詳細については，Modbus
Organization のウェブサイト (http://www.modbus.org/) を参照してください。
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Modbus 接続 表 7: Modbus の接続端子の割り当て

端子 説明

I/O3 - Modbus C (コモン)

I/O4 + Modbus B (D1)

I/O4 - Modbus A (D0)

MODBUS_B

MODBUS_A

MODBUS_C

IO4+

IO4-

IO3-

RD+

RD-

GND

RS485

ROTAMASS

モデム

図 31: Modbus 通信機能

Modbus ケーブル シールド付 3 線ケーブル (ツイストペア (D0，D1) およびコモン) を使用する必要があります。ワイ
ヤゲージは AWG24 以上にする必要があります。

Rotamass Total Insight は，RS485 インターフェイスを備え，スレーブモードで動作し，以下のデ
フォルトの仕様にて通信を行います。

Modbus 設定 (デフォ
ルト)

▪ Modbus 通信速度: 19200 bps
▪ Modbus 伝送モード: RTU
▪ Modbus パリティ: 偶数 (Even)
▪ Modbus ストップビット: 1 ビット

詳細については，該当するソフトウェア取扱説明書 (SW-IM) IM01U10S03-00␣␣-Rを参照してくださ
い。

平衡対

マスター

プルアップ

プルダウン

LT: 回線終端

コモン

スレーブ nROTAMASS

図 32: Modbus 接続
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出力信号

ガルバニック絶縁 入力，出力および電源用のすべての回路は，互いにガルバニック絶縁されています。

アクティブ電流出力
lout

MS コードのポジション 13 の設定により 1 つまたは 2 つの電流出力が使用可能です。

測定値に応じて，アクティブ電流出力は 4 – 20 mA を出力します。

この電流出力は，以下の測定値の出力用に使用されます。
▪ 流量 (質量流量，体積流量，混合液の一つの成分の正味流量)
▪ 密度
▪ 温度
▪ 圧力
▪ 濃度

HART 通信機器の場合，HART 通信信号は電流出力 lout1 に重畳されます。この電流出力は NAMUR
NE43 規格に準拠した動作をさせることができます。

値

公称出力電流 4 – 20 mA

最大出力電流範囲 2.4 – 21.6 mA

負荷抵抗 ≤ 750 Ω

HART 通信機器の負荷抵抗 230 – 600 Ω

Iout+

Iout-

ROTAMASS

1

図 33: アクティブ電流出力 lout HART の接続図

① 受信機器
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パッシブ電流出力
lout

値

公称出力電流 4 – 20 mA

最大出力電流範囲 2.4 – 21.6 mA

外部電源 10.5 – 32 VDC

HART 通信機器の負荷抵抗 230 – 600 Ω

電流出力の負荷抵抗 ≤ 911 Ω

R =
U - 10.5 V

0.0236 A

911

U, V

3210.5

R
, 
Ω

0

図 34: 外部電源電圧と最大負荷抵抗の関係

R 負荷抵抗

U 外部電源電圧

図より，負荷抵抗 R の最大値は外部電源電圧 U の関数として表されることが分かります。電源電
圧を高くすることにより，負荷抵抗を大きくすることができます。パッシブ電流出力の使用可能領
域を斜線部で示します。

U

R

Iout+

Iout-

ROTAMASS

図 35: パッシブ電流出力 lout の接続図
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アクティブパルス
出力 P/Sout

電子式カウンタの接続

配線時には，電圧の最大値および極性が間違っていないか確認してください。

値

負荷抵抗 > 1 kΩ

内部電源 24 VDC ±20 %

最大パルスレート 10000 パルス/s

周波数範囲 0 – 12.5 kHz

P/Sout+

P/Sout-

24 V

0 V

ROTAMASS

21

図 36: アクティブパルス出力 P/Sout の接続図

① 負荷抵抗

② 電子式カウンタ

機械式カウンタの接続

値

電流の最大値 150 mA

平均電流 ≤ 30 mA

内部電源 24 VDC ±20 %

最大パルスレート 2 パルス/s

パルス幅 20，33，50，100 ms

P/Sout+

P/Sout-

24 V

0 V

1

ROTAMASS

2

図 37: アクティブパルス出力 P/Sout の機械式カウンタとの接続図

① 保護ダイオード

② 機械式カウンタ



基本取扱説明書

配線  変換器

58 / 110 IM 01U10B00-00JA-R, 4 版, 2020-04-16

内部
プルアップ抵抗付き
アクティブパルス
出力 P/Sout

値

内部電源 24 VDC ±20 %

内部プルアップ抵抗 2.2 kΩ

最大パルスレート 10000 パルス/s

周波数範囲 0 – 12.5 kHz

P/Sout+

P/Sout-

24 V

0 V

ROTAMASS

1

図 38: 内部プルアップ抵抗付き アクティブパルス出力 P/Sout

① 電子式カウンタ

配線時には，電圧の最大値および極性が間違っていないか確認してください。

値

電源 9–32 VDC

電流引き込み 15 mA (最大)

図 39: PROFIBUS PA 接続

① PROFIBUS PA

② 終端

③ DP/PA連結器

④ PROFIBUS DP

⑤ ホスト

パッシブパルス出力
出力 (校正用のみ)

値

最大負荷電流 ≤ 200 mA

電源 ≤ 30 VDC

最大パルスレート 10000 パルス/s

周波数範囲 0 – 12.5 kHz
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ROTAMASS

パルス+

パルス-

321

図 40: 電子式カウンタの場合のパッシブパルス出力の接続図

① パッシブパルス出力

② 負荷抵抗

③ 電子式カウンタ

ROTAMASS

パルス+

パルス-

321

図 41: 機械式カウンタの場合のパッシブパルス出力の接続図

① パッシブパルス出力

② 保護ダイオード

③ 機械式カウンタ
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アクティブステータス
出力 P/Sout

配線時に許容電流の最大値および極性，出力電圧レベルを確認してください。

値

負荷抵抗 > 1 kΩ

内部電源 24 VDC ±20 %

P/Sout+

P/Sout-

24 V

0 V

ROTAMASS

1

図 42: アクティブステータス出力 P/Sout

① 外部機器

内部
プルアップ抵抗付き
アクティブステータス
出力 P/Sout

値

内部プルアップ抵抗 2.2 kΩ

内部電源 24 VDC ±20 %

P/Sout+

P/Sout-

24 V

0 V

ROTAMASS

1

図 43: 内部プルアップ抵抗付き アクティブステータス出力 P/Sout

① 外部機器

パッシブステータス出
力 P/Sout
または Sout

値

出力電流 ≤ 200 mA

電源 ≤ 30 VDC

P/Sout+ Sout+

P/Sout- Sout-

ROTAMASS

1

図 44: パッシブステータス出力接続 P/Sout または Sout

① 外部機器
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P/Sout- Sout-

P/Sout+ Sout+

ROTAMASS

2

1

3

4

図 45: ソレノイドバルブ回路がある場合のパッシブステータス出力 P/Sout または Sout の接続図

① リレー

② 電磁バルブ

③ 電磁バルブの電源

④ 保護ダイオード

AC 電圧を開閉するには，リレーを直列に接続する必要があります。

パッシブパルス出力ま
たはステータス出力 
P/Sout (NAMUR)

EN 60947-5-6(前述の NAMUR，ワークシート NA001)準拠した出力

10kΩ

1kΩROTAMASS

P/Sout+

P/Sout-

2
1

図 46: スイッチングアンプが接続された場合のパッシブパルス出力またはステータス出力

① パッシブパルス出力またはステータス出力

② スイッチングアンプ

入力信号

アクティブ電流
入力 lin

外部のアナログ機器用に，個々の電流入力が使用可能です。

アクティブ電流入力 lin は，パッシブ電流出力をもつ外部機器と接続するために使用されます。

値

公称入力電流 4 – 20 mA

最大入力電流範囲 2.4 – 21.6 mA

内部電源 24 VDC ±20 %

Rotamass の内部負荷抵抗 ≤ 160 Ω

Iin+

Iin-

24 V

ROTAMASS

0 V

1

図 47: パッシブ電流出力をもつ外部機器との接続図

① パッシブ電流出力をもつ外部機器
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パッシブ電流
入力 lin

パッシブ電流入力 lin は，出力信号が4 – 20 mA の 4 線式変換器と接続するために使用されます。

値

公称入力電流 4 – 20 mA

最大入力電流範囲 2.4 – 21.6 mA

入力電圧の最大値 ≤ 32 VDC

Rotamass の内部負荷抵抗 ≤ 160 Ω

Iin+

Iin-

ROTAMASS

1

図 48: アクティブ電流出力をもつ外部機器との接続図

① アクティブ電流出力をもつ外部機器
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ステータス入力 Sin

電源を接続しないでください。

ステータス入力は，以下の仕様の無電圧接点との接続で使用できます。

スイッチの状態 抵抗

短絡 < 200 Ω

開放 > 100 kΩ

ROTAMASS

Sin+

Sin-

図 49: ステータス入力接続図

7.4.5 PROFIBUS PA 接続端子

PROFIBUS PA バージョンでは，接続端子の配列は1つのみです。接続端子の配列を以下に示します
(MSコードのポシション13＝G0，G1。入出力信号 を参照してください)。

PROFIBUS PA
WP

ON/

OFF

パルスFieldbus

(I/O1) (I/O2)

I/O1: Fieldbus PROFIBUS PA 通信機能

I/O2: パルス パルス / 周波数出力

WP: ライトプロテクト

7.4.6 PROFIBUS PA の割り当て

MS コードポジション 13 による I/O 出力用接続端子の割り当てを下表に表示します。

次の図は，MS コードの関連するポジションを示します。

- - - - /-RC

1 2 3 4 6 75 9 10 11 12 13 14 158

表 8: PROFIBUS PA 接続端子の割り当て

MS コード
ポジション 13

接続端子割り当て

I/O1 +/- I/O2 +/- I/O3 +/- I/O4 +/- WP

G0 PROFIBUS PA
パルス

パッシブ
– –

ライトプロテク
ト

G1
PROFIBUS PA
(IS)

パルス

パッシブ (IS)
– –

ライトプロテク
ト

PROFIBUS PA: PA 通信機能
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Pulse Passive: パルス / 周波数出力 (校正用のみ)

本質安全 (IS) 出力は，製品の防爆認証選択時にのみ使用可能です。一般仕様書 (GS)
GS01U10B␣␣-00␣␣-R の「防爆認証」章を参照してください。

7.4.7 PROFIBUS PA 通信仕様

PROFIBUS PA インタ
ーフェイス

Rotamass Total Insight の PROFIBUS PA インターフェイスは PROFIBUS PA プロトコル (Profile
Revision R3.02 Compliant) およびIEC61158規格に基づいています。計装の詳細は，PROFIBUS/
PROFINET 組織のウェブサイト (https://www.profibus.com/) を参照してください。

出力信号 PROFIBUS PA

PROFIBUS PA プロトコルに基づくディジタル通信信号です。

PROFIBUS PA
出力信号

配線時には，電圧の最大値および極性が間違っていないか確認してください。

値

電源 9 – 32 VDC

電流引き込み 15 mA (最大)

図 50: PROFIBUS PA 接続

① PROFIBUS PA

② 終端

③ DP/PA連結器

④ PROFIBUS DP

⑤ ホスト

PROFIBUS PA 
ケーブル

表 9: PROFIBUS PA ケーブルおよび伝達可能な長さ

ケーブルの種類 ケーブル
仕様

ケーブルの最大長さ
(基準値)

Type A: 個別シールド付きツイストペ
アケーブル

#18AWG

(0.82 mm²)
1,900 m

https://www.profibus.com/
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PROFIBUS PA 設定
(デフォルト)

詳細については，該当するソフトウェア取扱説明書 (SW-IM) IM01U10S04-00␣␣-Rを参照してくださ
い。

パッシブパルス出力
(校正用のみ)

値

最大負荷電流 ≤ 200 mA

電源 ≤ 30 VDC

最大パルスレート 10000 パルス/s

周波数範囲 0 – 12.5 kHz

ROTAMASS

パルス+

パルス-

321

図 51: 電子式カウンタの場合のパッシブパルス出力の接続図

① パッシブパルス出力

② 負荷抵抗

③ 電子式カウンタ

ROTAMASS

パルス+

パルス-

321

図 52: 機械式カウンタの場合のパッシブパルス出力の接続図

① パッシブパルス出力

② 保護ダイオード

③ 機械式カウンタ

7.4.8 電源

電源 AC 電圧 (rms):
▪ 電源

1)
: 24 VAC +20 % -15 % または 100 – 240 VAC +10 % -20 %

▪ 電源周波数: 47 – 63 Hz
DC 電圧:
▪ 電源

1)
: 24 VDC +20 % -15 % または 100 – 120 VDC +8.3 % -10 %

1)
 付加仕様 MC␣ (DNV GL承認) の場合，供給電圧は24 Vに制限されています。これに加えて，NE21

試験では，NE21 試験条件下で 24 VDC ±20 % の許容範囲が示されています。

消費電力 P ≤ 10 W (検出器を含む)

停電時 停電時には，質量流量計のデータは内部の不揮発性メモリにバックアップされます。表示器付きの
機器の場合，呼び径，シリアルナンバー，校正定数，ゼロ点など
特徴的な検出器データ値およびエラー履歴も microSD カードに保存されます。
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7.4.9 電源および外部機器の接続

 警告
不適切な封止により本製品に損傷を与えたり，火花が発生するリスク

▶ ケーブル配線口がMねじの場合は，適切なIP 定格と使用される付属品 (ケーブルグランドなど)
の O リングの適合性を確認してください。

▶ ケーブル配線口がNPTの場合は，適切な封止対策 (シールテープの使用など) を確認してくださ
い。

注記 不適切な電源により本製品に損傷を与えるリスク

▶ 指定された電源仕様を順守してください (一般仕様書を参照)。

▶ 電源ケーブルは直径が 0.5 mm 以上の電源用ケーブルを使用する必要があります。

2

1

1 変換器の端子箱カバー

2 電源ケーブルグランド

 警告
感電して怪我をするリスク

▶ 送電網から変換器を切り離すために，変換器は外部固定型電源スイッチまたは自動サーキッ
トブレーカを備える必要があります (IEC60947-1 および IEC60947-3 を順守するため)。電源ス
イッチまたは自動サーキットブレーカは，電流が流れている全ての電源ラインを切り離す必
要がありますが，
いかなる状況においても接地導体との接続を切ることはできません。

▶ 自動サーキットブレーカの電源スイッチは，変換器の近くに設置して容易に近づくことがで
きるようにする必要があります。スイッチの｢オフ｣の位置がはっきり確認できる必要があり
ます。
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1. 電源を切ります。

2. 六角レンチ (呼び: 3.0) を使用して，端子箱カバーの錠締めねじを右 (時計まわり) に回して締め
ます。

3. 端子箱カバーを左 (反時計まわり) に回して，変換器ハウジングから外します。

4. ケーブルグランドを取り付けます。

5. 配線を接続端子に接続してください

注記 接地導体を接地ねじに接続します (接続端子 [} 50] の30章にある図のポイント 2 参照)。

6. 接地導体にラグ端子をぴったり合わせて取り付けます。

7. ケーブルグランドを配線口に締めつけてください。
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8. 端子箱カバーを右 (時計まわり) に回して，変換器ハウジングにねじ込みます。

9. 六角レンチ (呼び: 3.0) を使用して，錠締めねじを左 (反時計まわり) 
に回し緩めます。
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7.5 配線のチェックリスト

本製品の配線が完了したら，以下の確認を行ってください。

 警告
ハウジングの閉め方が不完全なことにより感電して怪我をするリスク

▶ 電源をオンにする前に，変換器のハウジングカバーがしっかり取り付けられていることを確
認してください。

 警告
錠締めねじが外れていることにより本製品に損傷を与えたり，火花が発生するリスク

▶ 配線作業の完了後，ハウジングカバーが取り付けられており，錠締めねじが締まっているこ
とを確認してください。

注記 ケーブル配線口の締めつけ不足により本製品に損傷を与えるリスク

▶ ケーブルを接続する際，引張力がかからないように注意してください。

▶ 使用していないケーブル配線口があればブラインドプラグで閉止してください。

▶ ケーブルグランドを配線口に確実に取り付け，しっかりねじ込んでください。

注記 ケーブル配線口 / ケーブル端子の不適切な処理は，電磁放射の増加によって影響を受けやすい別の
電気機器に誤動作を引き起こす可能性がありますので注意してください。

確認内容 実行の有無

ケーブルは損傷を受けていませんか。

電源ケーブルおよび信号ケーブルは正しく接続されていますか。

ケーブルグランドに入る直前に，ケーブルには低い位置が設けられ，
液体が直ちに滴り落ちてケーブルグランドには流れ込まないようになってい
ますか。

接続したケーブルに引張力がかかっていませんか。

電源電圧は銘板で指定された範囲内に入っていますか。

使用していないケーブル配線口は，ブラインドプラグで閉止されています
か。

ケーブルグランドは配線口に確実に取り付けられ，固定され，防水されてい
ますか。

ハウジングカバーが取り付けられ，錠締めねじが締まっていますか。
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8 試運転

1. 外部電源スイッチをオンにします。

2. 配管の取り付けの確認を行います。

3. 本製品のエラー，警告やアラームが発生していないか確認してください
(トラブルシューティング [} 84] に関する章を参照)。

4. 変換器を設定して，ゼロ調整を行います。
初期設定 [} 75] の章を参照してください。

ð 本製品が運転可能な状態になりました。
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9 システム設定および操作

9.1 操作オプション

Rotamass Total Insight では，以下の方法により操作できます。
▪ 表示器の赤外線スイッチ
▪ デジタル通信 (例: HART または Modbus)

以下の章では，表示器の赤外線スイッチを使用した操作方法について説明します。

表示器は付加仕様であり，表示器有りの場合のみ操作可能です。

変換器の操作方法と機能，およびデジタル通信に関する詳細情報については，該当するソフトウェ
ア取扱説明書を参照してください。

注記 電磁放射の増加によって影響を受けやすい別の電気機器に誤動作を引き起こさないように，操作を
行う前にすべてのカバーを閉じるように注意してください。

9.2 表示器

ここで説明する機能はすべて，デジタル通信を用いても使用できます。表示器を使用して入力する
数値は 6 行に制限されます。

1
2

3

5

4

図 53: 表示器のレイアウト

1 測定量および単位 4 赤外線スイッチ

2 ステータスアイコンおよび時間 5 アラームの記号

3 測定量の略語

表示器での操作は赤外線スイッチで行います。赤外線スイッチは，物体 (例えば，指) を近づけると
応答します。表示器の表面を押す必要はありません。
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注記 表示器の損傷

本製品が長時間使用された場合や，高温や高湿にさらされた場合に，表示器の機能が損なわれるこ
とがあります。

▶ 表示器の回転および交換 [} 32] の説明のように，表示器を交換してください。

以下の注意事項を守って，赤外線スイッチの操作を行ってください。

▶ 表示器のガラスに異物が付着しないようにしてください。

▶ 表示器に直射日光が当たるのを避けてください。

▶ 指の反射性を増すために (例えば，指が汚れている場合)，指先に何か白色のテープを付けてく
ださい。

赤外線スイッチの機能 赤外線スイッチ 表示器 機能

SET► SET

▪ 設定の実施
▪ データの入力
▪ パラメータの適用

SHIFT SHT
▪ カーソルを右，または次のポジションに移動
▪ SET および ▼ スイッチの機能と表示の変更

▼ INC

▪ パラメータまたは数値の増加
▪ 小数点位置の変更
▪ 次のメニューを選択

SHIFT キーと組み合わせて使用すると，赤外線スイッチの機能は以下のように変更されます。

キーの
組み合わせ

表示器 機能

SHIFT + SET► ESC ▪ キャンセルして，親メニューに戻る

SHIFT + ▼ DEC
▪ パラメータまたは数値の減少
▪ 前のメニューを選択

ステータスアイコン ステータ
スアイコ
ン

説明 ステータ
スアイコ
ン

説明

システムアラーム発生 プロセスアラーム発生

設定アラーム発生 ワーニング(警告)発生

ライトプロテクトが無効 ライトプロテクトが有効

デバイスエラー(書き込みアクセス不
可)

デバイスビジー(書き込みアクセス不
可)

microSD カード準備完了 microSD カードにアクセス中

microSD カードへのアクセスエラー プロセス値のステータスがBad
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ステータ
スアイコ
ン

説明 ステータ
スアイコ
ン

説明

パラメータのアップロードが有効 パラメータのダウンロードが有効

ステータスアイコン
HART

健全性診断結果: 正常

(健全性診断結果表示が有効なときの
み表示)

健全性診断結果: 警告

(健全性診断結果表示が有効なときの
み表示)

健全性診断結果: 異常状態

(健全性診断結果表示が有効なときの
み表示)

チューブ自己診断結果: OK

チューブ自己診断結果: 警告 チューブ自己診断結果: エラー

バッチ停止 バッチ再開

バッチ稼働中 SIL モード

ステータスアイコン
Modbus，
PROFIBUS PA

健全性診断結果: 正常

(健全性診断結果表示が有効なときの
み表示)

健全性診断結果: 警告

(健全性診断結果表示が有効なときの
み表示)

健全性診断結果: 異常状態

(健全性診断結果表示が有効なときの
み表示)

チューブ自己診断結果: OK

チューブ自己診断結果: 警告 チューブ自己診断結果: エラー

表示器のステータスアイコンの配置については，表示器 [} 71]の図，No. 1，2 または 5 を参照して
ください。
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測定量および識別 表示器における測定量の略語および識別の一覧

表 10: 通常表示

略語 測定量または識別

MFL 質量流量

DNS 密度

TMP 温度

VFL 体積流量

RFD 基準密度

RLD 比重

CVF 補正体積流量

PRS 圧力

TT1 – TT6 積算器 1 – 6

TAG お客様指定のTag No.

LTG お客様指定のTag No.，ロング

VEL 流速

CNC 濃度

NM1，NM2 正味質量流量 1, 2

NV1，NV2 正味体積流量 1, 2

NCV 正味補正体積流量

DRC 駆動電流

VSC 粘度

HT1 24 時間積算器 1

HT2 24 時間積算器 2

HT3 24 時間積算器 3

GVF 空気含有率

次の値は，microSD カードに保存した記録データのトレンド表示のみに使用できます。
該当するソフトウェア取扱説明書にデータ記録に関する追加情報があります。

Rotamass Total Insight に同梱されている microSD カードのみを使用してください。別の
カードが使用された場合，本製品の機能は保証されません。

表 11: トレンド表示

略語 測定量または識別

MFL 質量流量

DNS 密度

TMP 温度

VFL 体積流量

PRS 圧力

CNC 濃度

NM1 正味質量流量 1

NV1 正味体積流量 1

PHS 位相差

FRQ 共振周波数
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略語 測定量または識別

DRG 駆動ゲイン

DRC ドライブ電流

MBT 変換器の温度

VSC 粘度

9.3 初期設定

9.3.1 表示言語の設定

1. 2 秒間 [SET] スイッチを押して， [操作権限] に入ります。

2. 1 回 [▼] スイッチを押して， [ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ] に入ります。

3. [SET] スイッチを押して， [機器設定] に入ります。

4. [言語] メニューが選択されるまで [▼] スイッチを押します。

5. [SET] スイッチを押して， [言語] メニューに入ります。

6. [▼] スイッチを繰り返し押して，希望の言語を表示します。

7. [SET] ボタンを押して，希望の言語を選択します。

8. [SET] ボタンを押して，表示言語を確定します。

ð 表示が 1 つ上のメニューに切り替わります。

9.3.2 日付の設定

1. 2 秒間 [SET] スイッチを押して， [操作権限] に入ります。

2. [ﾒﾝﾃﾅﾝｽ] メニューが選択されるまで [▼] スイッチを押します。

3. [SET] スイッチを押して， [機器設定] メニューに入ります。

4. [詳細設定] メニューが選択されるまで [▼] スイッチを押します。

5. [SET] スイッチを押して， [詳細設定] メニューに入ります。

6. [日付/時間] メニューが選択されるまで [▼] スイッチを押します。

7. [SET] スイッチを押して， [日付/時間] メニューに入ります。

ð [日付] メニューが事前に選択されています。

8. [日付設定] メニューが選択されるまで [▼] スイッチを押します。

9. [SET] スイッチを押して，[日付設定] メニューに入ります。

ð 日付が点滅します。

10. [▼] スイッチを押して，希望の年を選択します。

11. [SHIFT] スイッチを押して，月の表示に切り替えます。

12. [▼] スイッチを押して，希望の月を選択します。

13. [SHIFT] スイッチを押して，日の表示に切り替えます。

14. [▼] スイッチを押して，希望の日を選択します。

15. [SET] スイッチを押して，日付を設定します。

16. [SET] スイッチを押して，日付を確定します。

ð 表示が 1 つ上のメニューに切り替わります。

9.3.3 時間の設定

1. 2 秒間 [SET] スイッチを押して，[操作権限] に入ります。

2. [ﾒﾝﾃﾅﾝｽ] メニューが選択されるまで [▼] スイッチを押します。
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3. [SET] スイッチを押して， [機器設定] に入ります。

4. [詳細設定] メニューが選択されるまで [▼] スイッチを押します。

5. [SET] スイッチを押して， [詳細設定] に入ります。

6. [日付/時間] メニューが選択されるまで [▼] スイッチを押します。

7. [SET] スイッチを押して， [日付/時間] に入ります。

8. [時間設定] メニューが選択されるまで [▼] スイッチを押します。

9. [SET] スイッチを押して， [時間設定] に入ります。

ð 時間が点滅します。

10. [▼] スイッチを押して，希望の時間の数字を表示します。

11. [SHIFT] スイッチを押して，分を設定します。

12. 分と秒について，前の 2 つの手順を繰り返します。

13. [SET] スイッチを押して，時間を設定します。

14. [SET] スイッチを押して，時間を確定します。

ð 表示が 1 つ上のメニューに切り替わります。

9.3.4 ゼロ点調整

流量測定の系統誤差を避けるため，測定運転の開始前にゼロ点調整を実行することを推奨します。
二相または多相流体の場合は，手動によるゼロ点調整より工場出荷時設定のゼロ調整値のほうが良
いとされます。

1. 流体を本製品に流し，バルブがしっかりと締められているか確認します。

2. 本製品の上流側と下流側のバルブを閉じて，流れを止めます。

3. 密度，温度，圧力が安定するまで待ちます。

4. 液体の場合には，Rotamass Total Insight に表示される密度と流体の密度を比較して，測定チ
ューブ内に気体が存在しないようにしてください。

5. プロセス圧力が上昇するアプリケーションでは，プロセス圧力と圧力の測定単位を必ず正確に
設定するようにしてください。

6. ゼロ調整を行います。

9.3.5 ゼロ調整の実行

理想的な測定結果を得るために，数日間運転して設置条件が安定した後に 2 度目のゼロ
調整を行うことを推奨します。

1. 2 秒間 [SET] スイッチを押して， [操作権限] に入ります。

2. [ﾒﾝﾃﾅﾝｽ] メニューが選択されるまで [▼] スイッチを押します。

3. [SET] スイッチを押して， [機器設定] に入ります。

4. [診断/ｻｰﾋﾞｽ] メニューが選択されるまで [▼] スイッチを押します。

5. [SET] スイッチを押して， [診断/ｻｰﾋﾞｽ] に入ります。

6. [ｾﾞﾛ調] メニューが選択されるまで [▼] スイッチを押します。

7. [SET] スイッチを押して， [ｾﾞﾛ調] に入ります。

ð [実行] メニューが事前に選択されています。

8. [SET] スイッチを押して， [実行] に入ります。

ð パラメータ [実行しない] が表示されます。

9. [実行] が選択されるまで [▼] スイッチを押します。
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10. [SET] スイッチを押します。

ð パラメータ [実行] が点滅します。

11. [SET] スイッチを押して，ゼロ調整を開始します。

ð ゼロ調の状態を示す進捗バーが表示され，ゼロ調完了後に 1 つ上のメニューに切り替わり
ます。

9.4 詳細設定

 危険
爆発の危険性

▶ 防爆エリアでカバーを開ける際は，該当する防爆用取扱説明書を順守してください。
章 [Operation, maintenance and repair] を参照してください。

9.4.1 ハードウェアによるライトプロテクトの設定

不正アクセスから本製品を保護することができます。パスワードを使用したソフトウェアによるラ
イトプロテクトが適さない場合は，変換器のメインボード上のハードウェアライトプロテクトを設
定することができます。このライトプロテクトが有効な状態では変換器の表示器の操作はできます
が，設定値やパラメータのいかなる変更も保存できず，無効となります。

表示器を取り外さずに，ライトプロテクトを有効にすることもできます。この場合，ライトプロテ
クト端子からジャンパを外す必要があります (接続端子 [} 50] 参照)。

HART，Modbus や別の通信ソフトウェアによって，ハードウェアによるライトプロテク
トを解除することはできません。

1. 電源を切ります。

2. 六角レンチ (呼び: 3.0) を使用して，錠締めねじを右 (時計まわり) に回して緩めます。

3. 変換器ハウジングから表示部カバーを外します。
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4. 先の細いものを使用して，メインボード上の DIP スイッチ (SW1) の2側を ON の位置に設定し
ます。

ON

OFF

1 2

H

L

SW1

5. 表示部カバーを変換器ハウジングにねじ込みます。

6. 六角レンチ (呼び: 3.0) を使用して，錠締めねじを左 (反時計まわり) に回して締めます。

ð アイコン  が，表示器の右上隅に表示されます。

バーンアウトモードの設定
本製品には Burnout 機能があります。Burnout モードは，表示器の後ろにある DIP スイッチ (SW1)
の1側を使用して設定できます。

工場出荷時の設定 工場出荷時の Burnout モードの設定はHighです。

スイッチ1 (SW1) の1側の位置 Burnout モード Burnout モードの場合の出力値
単位 mA

High 21.6

Low 2.4

9.4.2 Modbus ハードウェアの設定

スイッチの設定 1. 電源を切ります。

2. 六角レンチ (呼び: 3.0) を使用して，錠締めねじを右 (時計まわり) に回して緩めます。
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3. 変換器ハウジングから表示部カバーを外します。

4. 表示器から 2 本のねじを外します。

5. ゆっくり前に引いて，ハウジングから表示器を外します。

ð スイッチが見えます。
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6. 任意のアドレスを設定します。

ON

OFF

1 2

H

L

SW1

03

1

0

127 6 5 4

アドレス

1 2

ON

OFF

1 2

SW2SW3

7. 表示器をハウジングに押し付けます。

8. 表示器を 2 本のねじで固定します。

9. 表示部カバーを変換器ハウジングにねじ込みます。

10. 六角レンチ (呼び: 3.0) を使用して，錠締めねじを左 (反時計まわり) に回して締めます。

初期設定 スイッチ

アドレス SW 3 SW 2

0 オン オフ

アドレススイッチ SW (アドレス: 7)

デバイスアドレス ポジション 説明

ハードウェア 1 「アドレス SW」設定の 0 – 6 はデバイスアドレスです。

ソフトウェア 0
パラメータ値の設定はデバイスアドレスです。

工場出荷時の設定

SW (アドレス: 0-6)
ハードウェアアドレスは 1 から 127 まで設定できます。

例えば，アドレススイッチ「6」のみが 1 に設定されている場合，アドレスは 64 になります。

(1 * 2
6
 + 0 * 2

5
 + 0 * 2

4
 + 0 * 2

3
 + 0 * 2

2
 + 0 * 2

1
 + 0 * 2

0
)

アドレスは常に 1 – 127 に設定する必要があります。アドレススイッチが 0 に設定されている場
合，アドレスは自動的に 1 に変換されます。

ハードウェアスイッチが有効なとき，ハードウェアアドレスに基づくアドレスの値がデバイスに保
存されます。

SW2 Modbus 通信をするためには，バス両端のライン終端が必要です。SW2 を用いて片側の終端モー
ドを選択できます。設定については下表を参照してください。

終端モード 終端の設定

Bus end (終端)
SW2-1，SW2-2 の両方が「ON」
(抵抗は 150 Ω)

Not bus end (終端なし) SW2-1，SW2-2 の両方が「OFF」

SW2-1，SW2-2 の両方を同じ位置に設定する必要があります。
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SW3 バスがアイドル状態になっているとき，D1 がプルアップされ，かつ D0 がプルダウンされていな
いと電位が不安定になります。SW3 によってこの回路の設定ができます。設定については下表を
参照してください。

プルアップ，プルダウンモード プルアップ，プルダウンの設定

使用
SW3-1，SW3-2 の両方が「ON」
(抵抗は 600 Ω)

使用しない SW3-1，SW3-2 の両方が「OFF」

SW3-1，SW3-2 の両方を同じ位置に設定する必要があります。

9.4.3 PROFIBUS PA ハードウェアの設定

ハードウェア DIP スイッチへのアクセス

フロントカバーを開く 1. 電源を切ります。

2. 六角レンチ (呼び: 3.0) を使用して，錠締めねじを右 (時計まわり) に回して緩めます。

3. 変換器ハウジングから表示部カバーを外します。
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4. 表示器から 2 本のねじを外します。

5. ゆっくり前に引いて，ハウジングから表示器を外します。

ð スイッチが見えます。

6. 任意のアドレスとスイッチの位置を設定します。

OFF

1 2

H

L

SW1

ON

03

1

0

127 6 5 4

アドレス

7. 表示器をハウジングに押し付けます。

8. 表示器を 2 本のねじで固定します。

9. 表示部カバーを変換器ハウジングにねじ込みます。

10. 六角レンチ (呼び: 3.0) を使用して，錠締めねじを左 (反時計まわり) に回して締めます。
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ハードウェアによるライトプロテクトの設定

本製品にはライトプロテクト機能があります。表示器の後ろにある DIP スイッチ (SW1-2) を使用し
て設定できます。先の細いものを使用して，DIP スイッチを設定します。

不正アクセスから本製品を保護することができます。WRITE LOCKINGを介したソフトウェアによる
ライトプロテクトが適さない場合は，変換器のメインボード上のハードウェアライトプロテクトを
設定することができます。このライトプロテクトが有効な状態では変換器の表示器の操作はできま
すが，設定値やパラメータのいかなる変更も保存できず，無効となります。

表示器を取り外さずに，ライトプロテクトを有効にすることもできます。この場合，ライトプロテ
クト端子からジャンパを外す必要があります (入出力信号 参照)。

PROFIBUS PA 通信ソフトウェアによって，ハードウェアによる ライトプロテクトを解除
することはできません。

工場出荷時の設定 工場出荷時のライトプロテクトモードの設定は Low です。

SW1 の位置 SW1-1 SW1-2

適用なし ライトプロテクト状態

− プロテクトされています

− プロテクトされていません

SW1-2 が High に設定されると，アイコン  が，表示器の右上隅に表示されます。

バスアドレスの設定

本節では，変換器のバスアドレスの設定手順について説明します。PROFIBUS PA の各機器には
0(0x00) – 126(0x7e) の固有のアドレスを割り当てる必要があります。オーダー時に指定がない場合
は，工場出荷時設定は 126(0x7e) になります。マスター機器で使用される 0, 1 または 2 に変更しな
いでください。バスアドレスを設定するには，通信ツールを使用する方法と機器のハードウェアス
イッチによる設定の 2 通りの方法があります。

ハードウェアアドレス
スイッチ
(アドレス: 7)

デバイスアドレス マーク 説明

ハードウェア 1
「ハードウェアアドレススイッチ」設定の 0 – 6 はデバイスアドレ
スです。

ソフトウェア 0
パラメータの設定はデバイスアドレスです。

工場出荷時の設定

ハードウェアアドレス
スイッチ
(アドレス: 0 – 6)

これらのアドレススイッチの数字は各数の 2 乗を表します。

例: アドレス SW-6のみが 1 の場合，アドレスは 64 を示します。

1 * 26 + 0 * 25 + 0 * 24 + 0 * 23 + 0 * 22 + 0 * 21 + 0 * 20

アドレスは常に 0 – 126 に設定する必要があります。アドレススイッチが 127 に設定されている場
合，アドレスは自動的に 126 に変換されます。ハードウェアアドレススイッチの変更は，ハード
ウェアスイッチの状態を反映するために機器の電源をオフにしてから実行する必要があります。

ソフトウェアによるア
ドレス設定

ハードウェアアドレス設定が無効の場合，PROFIBUS PA ソフトウェアツールでデバイスアドレス
を設定できます。詳細については，該当するソフトウェア取扱説明書 (SW-IM) IM01U10S04-00␣␣-R
を参照してください。



基本取扱説明書

トラブルシューティング  操作異常

84 / 110 IM 01U10B00-00JA-R, 4 版, 2020-04-16

10 トラブルシューティング

動作中に表示されるエラーメッセージおよびエラーコードは全てソフトウェア取扱説明書に記載さ
れています。試運転中に発生することがある異常については，説明と対策が以下に記載されていま
す。記載の対策では異常状態が改善しない場合，当社営業拠点または代理店にご連絡ください。

10.1 操作異常

表 12: さまざまな操作異常の原因と対策

異常状態 原因 対策

変換器の表示器が機
能していない

電源が接続されていない ▪ 電源接続を確認してください ( [} 66] 参照)。

赤外線スイッチによる設
定ができない

▪ 表示器とメインボード間のケーブル接続を
確認してください。必要な場合は，ケーブ
ルを確実に接続してください。

赤外線スイッチによ
る設定ができない

ライトプロテクトの誤設
定

▪ デジタル通信またはハードウェアのスイッ
チによりライトプロテクトをオフにしてく
ださい。

フィールド通信機器
が認識されない

HART DD がフィールド通
信機器にインストールさ
れていない

▪ HART DD ファイルをフィールド通信機器に
インストールしてください。

フィールド通信機器が接
続されていない

▪ フィールド通信機器を Rotamass Total
Insight に接続してください (ソフトウェア
取扱説明書参照)。

PROFIBUS PA 
ホストが Rotamass 
Total Insight 
を認識しない

PROFIBUS PA EDD がホス
トにインストールされて
いない

▪ PROFIBUS PA EDD
1)

 をホストにインストール
してください。

PROFIBUS PA GSD ファイ
ルが
ホストにインストールさ
れていない

▪ PROFIBUS PA GSD
2)

 ファイルをホストにイン
ストールしてください。

PROFIBUS DP/PA カプラー
がホストに接続されてい
ない

▪ PROFIBUS DP/PA カプラーを
ホストに接続してください。

PROFIBUS PA modem が
DP/PA カプラーに接続さ
れていない

▪ PROFIBUS PA modem を DP/PA カプラーに
接続してください。

Rotamass Total Insight が 
PROFIBUS PA modem に接
続されていない

▪ PROFIBUS PA modem を Rotamass Total
Insight に接続してください。

1)
 「EDD」の意味: 電子機器に関する記述。EDD は，インテリジェント現場計器のデジタル通信特

性と機器パラメータ (デバイスステータス，診断データ，設定の詳細) についての記述です。
2)

 「GSD」の意味: PROFIBUS 通信には GSD ファイルおよび識別番号が必要です。通信を開始する
前に，機器はホストシステムの GSD ファイルと機器の識別番号によって指定される必要がありま
す。

GSD ファイルは http://www.profibus.com/products/gsd-files/ からダウンロードすることがで
きます。

http://www.profibus.com/products/gsd-files/
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10.2 ゼロ点が不安定

表 13: さまざまなゼロ点が不安定になる異常の原因と対策

異常状態 原因 対策

ゼロ点が
不安定

測定チューブが流体で完
全に満たされていない

– 検出器の測定チューブが流体で完全に満たさ
れていることを確認してください。正しい取
り付けにしてください ( [} 20] 参照)。

流体中に気泡または固形
物がある

– 配管と検出器の取り付けを確認してください
( [} 25] 参照)。

– 正しい取り付けにしてください ( [} 20] 参
照)。

接地が正しく行われてい
ない

– 変換器と検出器を接地してください。 [} 43]
および  [} 66] をご覧ください。

– 変換器の接続ケーブルのシールドの接続が正
しいか確認してください。

本製品の設置場所の近く
に強い電磁波を出す設備
がある

– 変換器と検出器を接地してください。 [} 43]
および  [} 66] をご覧ください。

– 本製品をこれらの電気機器からできるだけ離
して設置してください。

引張力または圧縮力によ
る機械的ひずみが発生

– 機械的張力の原因を取り除いてください。

変換器または検出器の端
子台/接続端子にほこり
や湿気がある

– 端子台/接続端子のほこりや湿気を取り除い
てください。

– 変換器および/または検出器の清掃をしてく
ださい。

– 変換器および/または検出器を乾燥させてく
ださい。

– 変換器および/または検出器に湿気が入らな
いようにしてください。

外部振動の影響

– 機械的なダンパーを取り付けてください。

– パラメータ質量流量のダンピングを増やして
ください (該当するソフトウェア取扱説明書
参照)。
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10.3 表示異常

表 14: さまざまな表示異常の原因と対策

異常状態 原因 対策

表示値が実際の流量
と一致しない

ゼロ点が正しく設定され
ていない

– ゼロ点を設定してください ( [} 76] 参照)。

質量流量の上限値および
下限値が正しく設定され
ていない

– 本製品と受信計器/システムとが一致するよ
うに設定してください。

– プロセスパラメータの LRV および URV を確
認してください (ソフトウェア取扱説明書参
照)。

測定チューブが流体で完
全に満たされていない

– 正しい設置にしてください ( [} 25] 参照)。

流体中に気泡がある
– 配管と設置を確認してください ( [} 25] 参

照)。

– 正しい設置にしてください ( [} 25] 参照)。

分離形用の接続ケーブル
が正しく接続されていな
い

– ケーブル接続を確認してください。必要な場
合は，正しい接続にしてください ( [} 45] 参
照)。

表示値が実際の密度
値と一致しない

密度の単位および上限
値/下限値が正しく設定
されていない

– 本製品と受信計器/システムとが一致するよ
うに設定してください。

– プロセスパラメータの LRV および URV を確
認してください (ソフトウェア取扱説明書参
照)。

密度が固定値になってい
る

– パラメータ 機能選択 が正しく設定されてい
るか確認してください。密度固定値が選択さ
れている場合，パラメータ 固定値 を正しく
設定してください (ソフトウェア取扱説明書
参照)。

– パラメータ 機能選択 を 測定値 に設定してく
ださい (ソフトウェア取扱説明書参照)。

電流出力調整が適切に行
われていない

– トリミングを正確に行ってください (該当す
るソフトウェア取扱説明書参照)。

接地が正しく行われてい
ない

– 変換器と検出器を接地してください ( [} 43]
参照)。

– 変換器の接続ケーブルのシールドの接続が正
しいか確認してください。

流体中に気泡がある
– 配管と設置を確認してください ( [} 25] 参

照)。

分離形用の接続ケーブル
が正しく接続されていな
い

– ケーブル接続を確認してください。必要な場
合は，正しい接続にしてください ( [} 45] 参
照)。

温度測定不良
– 接続ケーブルの温度測定回路 TP1 – TP3 を確

認してください。

腐食，摩耗が生じている

– 腐食性の流体による腐食または摩耗の恐れが
ある場合は，当社営業拠点または代理店にご
連絡ください。必要な場合は，密度と質量流
量の再校正について当社にご依頼ください。

測定チューブ内に堆積物
や詰まりが生じている

– 測定チューブ内を洗浄してください。
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異常状態 原因 対策

表示値が実際の温度
値と一致しない

温度の単位および上限
値/下限値が正しく設定
されていない

– 本製品と受信計器/システムとが一致するよ
うに設定してください。

– プロセスパラメータの LRV および URV を確
認してください (ソフトウェア取扱説明書参
照)。

温度が固定値になってい
る

– パラメータ 機能選択 が正しく設定されてい
るか確認してください。温度固定値が選択さ
れている場合，固定値 を正しく設定してくだ
さい (ソフトウェア取扱説明書参照)。

– パラメータ 機能選択 を 内部ﾃﾞｰﾀ に設定して
ください。

電流出力調整が適切に行
われていない

– トリミングを正確に行ってください (該当す
るソフトウェア取扱説明書参照)。

分離形用の接続ケーブル
が正しく接続されていな
い

– ケーブル接続を確認してください。必要な場
合は，正しい接続にしてください ( [} 45] 参
照)。

分離形の温度測定が正し
くない

– TP1/TP2 および TP1/TP3 の間の抵抗値を測定
して，温度測定回路に異常がないか確認して
ください。各値は 50 – 200 Ω である必要が
あります。

– 温度測定回路 TP2/TP3 をチェックして抵抗値
が 10 Ω 未満であることを確認してくださ
い。

– Pt100 シミュレータに接続して温度測定を確
認してください。

出力信号が測定量と
一致しない

パラメータの誤設定
– 対応する出力信号のパラメータ 下限値 およ

び 上限値 を確認してください。必要な場合
は，正しい設定にしてください。

測定量が正しくない

– 測定量の出力を確認してください。必要な場
合は，正しい設定にしてください。パラメー
タ 選択 を確認してください。ソフトウェア
取扱説明書を参照してください。
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11 保守および修理

電気機器のカバーを開けて修理をする際は，各国ごとの該当する規制を順守してください。

 危険
機械的衝撃が発生した場合の火花に起因する発火により怪我をしたり，
本製品に損傷を与えるリスク

▶ 保守の際に，本製品に大きな機械的衝撃を与えないように注意してください。

 警告
十分なトレーニングを受けておられない方による作業により，感電して怪我をしたり，本製品に損
傷を与えるリスク

▶ 本製品の保守および修理は，しかるべき技術を有する方のみが行ってください。

 警告
感電して怪我をしたり，本製品に損傷を与えるリスク

▶ 雨天時に屋外で保守を行わないでください。

 警告
本製品が滑って落下することにより怪我をするリスク

▶ 運搬 [} 18] の章にある本製品の運搬に関する注意事項を順守してください。これらの注意事
項は保守の際にも適用されます。

 警告
爆発の危険性があるエリアでの保守作業により，感電して怪我をしたり，本製品に損傷を与えるリ
スク

▶ 爆発の危険性があるエリアで本製品の保守を行う場合は，該当する防爆用取扱説明書を順守
する必要があります。

 警告
ハウジングの閉め方が不完全なことにより感電して怪我をするリスク

▶ 保守作業完了後，変換器のハウジングカバーがしっかり取り付けられていることを確認して
ください。

 警告
変換器のハウジングカバー取付け / 取外し時のリスク

▶ ハウジングカバー取付け / 取外し時，ねじ部や O リングに損傷や異物付着がないように，注
意して変換器のハウジングカバーを取り扱うようにしてください。状態をチェックし，ねじ
部に異物付着がある場合は清掃をしてください。ねじ山が損傷した場合はカバーを交換して
ください。O リングに傷および変形がある場合は交換してください。グリスが切れた場合は
シリコン系グリスをO リングに塗布してください。

 警告
検出器のガス充填プラグを開く時のリスク

▶ 検出器のガス充填プラグを開く場合は，必ず検出器ハウジングに圧力がかからないように，
また危険な流体がないようにしてください。

注記 静電気放電 (ESD) により本製品に損傷を与えるリスク

▶ 本製品の保守作業を行う際は，ESD を防ぐための適切な手段を講じてください。

注記 電磁放射の増加によって影響を受けやすい別の電気機器に誤動作を引き起こさないように，操作を
行う前にすべてのカバーを閉じるように注意してください。
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Rotamass Total Insight の保守の必要性は，プロセスおよび環境条件によって異なりま
す。多くのプロセスでメンテナンスフリーでの運転が可能です。詳細は，当社営業拠点
または代理店にお問い合わせください。

11.1 外装の洗浄

 警告
しかるべき技術を有していない方による洗浄により，感電して怪我をしたり，本製品に損傷を与え
るリスク

▶ CIP または SIP 洗浄の場合，スチームの温度は 230℃ を超えないようにしてください。

▶ 洗浄実施中，変換器の最大許容周囲温度を順守してください (特に一体形の場合)。

1. 定期的に，表示器のガラスや銘板の汚れを水気のない柔らかい布で拭いてください。

2. 本製品表面を腐食させる恐れのない洗浄剤のみを使用してください。

11.2 再校正および校正サービス

再校正を行うためには，ドイツにある製造元の Rota Yokogawa GmbH へ本製品を送る必要があり
ます。国によっては，横河のサービスによる現場での校正が可能な場合もあります。製品サービス
やそのご利用条件に関する詳細については，当社営業拠点または代理店にお問い合わせください。

11.3 乾式検証

本取扱説明書に加え，付加仕様 VR と付加仕様 TC (チューブ自己診断) を組み合わせた機器に対し
て，乾式検証手順 MP 208-008-2019 を実行できます。

11.4 表示器の損傷

注記 表示器の損傷

本製品が長時間使用された場合や，高温や高湿にさらされた場合に，表示器の機能が損なわれるこ
とがあります。

▶ 表示器の回転および交換 [} 32] の説明のように，表示器を交換してください。
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12 検出器の交換

12.1 故障した検出器の取外し

故障した Rotamass Total Insight 検出器は取り外す必要があります。取外しの流れは質量流量計の
形状の種類 (一体形または分離形) によって変わります。

防爆用取扱説明書 IM 01U10X0␣-00␣␣-R の「運用，保守および修理」の章に従ったルールが適用さ
れます。

12.1.1 接続部

分離形

1

2

3

4

図 54: 検出器 (分離形)の接続部

1 表示器 (付属する場合)

2 接続ケーブル配線口

3 端子箱カバー

4 外部の等電位化のための接地端子 (検出器)

一体形

1

2

3

図 55: 検出器 (一体形)の接続部
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1 表示器 (付属する場合)

2 電源ケーブル配線口

3 接続ケーブル配線口

変換器
ハウジング
の端子箱カバー

1
2

3

4

図 56: 変換器ハウジングの端子箱カバーの接続部

1 I/O 出力および電源用の端子箱

2 接地導体接続用の接地ねじ

3 外部の等電位化のための接地端子 (変換器)

4 電源ケーブル配線口

12.1.2 分離形の検出器の取外し

 警告
感電して致死的な怪我をする危険性

▶ 電源を切ります。通信機器の電源も切ります。

▶ 不注意によって電源が投入されないような対策を講じてください。

電源ケーブル，接続ケ
ーブルおよび接地ケー
ブルの取外し

電源をオフにして，電源接続端子 L/+，N/- からすべての電源ケーブル接続を取り外し，電源回路
の接地ケーブル (外部の接地端子の等電位化接続は除く) を取り外してから，以下の手順に従って検
出器を取り外す必要があります。

1. 端子箱カバーを外します。

端子配線補助工具

2. 端子配線補助工具を使用してすべてのケーブルを取り外します。

3. ケーブルグランドとケーブルを取り外します。

4. 検出器の等電位化を取り外します。
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12.1.3 一体形の検出器の取外し

 警告
感電して致死的な怪我をする危険性

▶ 電源を切ります。通信機器の電源も切ります。

▶ 不注意によって電源が投入されないような対策を講じてください。

電源ケーブル，接続ケ
ーブルおよび接地ケー
ブルの取外し

電源をオフにして，電源接続端子 L/+，N/- からすべての電源ケーブル接続を取り外し，電源回路
の接地ケーブル (外部の接地端子の等電位化接続は除く) を取り外してから，以下の手順に従って検
出器を取り外す必要があります。

1. 「I/O 出力および電源用の端子箱」の錠締めねじを外し，端子箱カバーを外します。

2. 通信および I/O ケーブルを切り離します (短絡が起こらないように注意！)。

3. ケーブルグランドとケーブルを取り外します。

4. 「電源接続端子」 L/+，N/- から電源ケーブルを取り外します。

接地ねじ

5. 「接地導体接続用の接地ねじ」を取り外します。

6. 「等電位化のための接地端子」 (使用している場合) から等電位接地を取り外します。

変換器の取り外しと故
障した検出器からの取
外し

1. 取外しが終わった変換器は，4 本の締め付けボルトを外して取り外します。
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2. 変換器ハウジングを持ち上げます。

3. 変換器ハウジングの向きを変えて取り外しやすくします。

4. 端子配線補助工具を使用してすべての配線を検出器から切り離します。

12.1.4 故障した検出器の取り外し

切り離しが終わった検出器は 配線 [} 94] 章に従って解体する必要があります。

12.2 スペアの検出器の取り付け

スペアの検出器の取り付けについては，検出器の取付け [} 25] 章を参照してください。

12.3 パラメータの設定

12.3.1 関連する設定とパラメータ保存

関連する設定 検出器を交換する場合，2 種類のパラメータが質量流量計の適切な動作を確保するために関連しま
す。
▪ 検出器関連パラメータ (測定対象選択，質量流量 / 体積流量の単位，温度の単位など)
▪ 検出器固有パラメータ (SK20, KD, fl20)

検出器の交換はシステム関連の設定 (デバイス ID，機器のタグなど) に影響ありません。

提供されるパラメータ スペアの検出器は，注文された MS コードによるパラメータとともに提供されます。また，パラメ
ータはキャリブレーション証明書に記載されています。

パラメータの保存場所 検出器関連パラメータ，検出器固有パラメータの両パラメータは microSD カード / 製品 DVD の
「Factory.PAR」ファイルに保存されています。

さらに，検出器固有パラメータは次の 2 箇所に記載されています。
▪ 実流量検査成績表

▪ 検出器の追加の銘板

i
35 

16.8 

144 
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通信の方法 適切に動作するように，関連するすべての設定を変換器に設定するには，次の２つの方法がありま
す。
▪ 475 コンフィギュレータ / DTM のような通信ツールを介したパラメータ設定
▪ 変換器の表示器を介したパラメータ設定 (付属する場合)

12.3.2 パラメータ設定の手順

以下の手順に従って，既存の変換器をスペアの検出器に結合することができます。

1. プロセスパラメータの単位を標準単位に設定します。
プロセス値の単位の設定 [} 101] 章を参照してください。

2. 提供されている microSD カード / 製品 DVD の「Factory.PAR」ファイルを既存の変換器の
microSD カードにコピーして名前を変更します。

microSD カードは表示器付き変換器 (MS コードのポジション 14 ＝ 1) の場合にのみ使用
できます。

3. 「microSD カードからセンサ定数のダウンロード」を実行します。検出器関連および検出器固
有パラメータの設定 [} 102] 章を参照してください。

12.4 配線

スペアの検出器と既存の変換器の配線については，配線 [} 41] 章を参照してください。

12.5 試運転

1. 外部電源スイッチをオンにします。

2. 配管の取り付けの確認を行います。

3. 本製品のエラー，警告やアラームが発生していないか確認してください
(トラブルシューティング [} 84] 章を参照)。

4. 変換器を設定して，ゼロ調整を行います。
システム設定および操作 [} 71] 章を参照してください。

ð 本製品が運転可能な状態になりました。
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13 変換器の交換

13.1 故障した変換器の取外し

故障した Rotamass Total Insight 変換器は取り外す必要があります。取外しの流れは質量流量計の
形状の種類 (一体形または分離形) によって変わります。

防爆用取扱説明書 IM 01U10X0˽-00˽˽-R の「運用，保守および修理」の章に従ったルールが適用さ
れます。

13.1.1 接続部

変換器

1

2

6

5

3

4

図 57: 変換器の接続部

1 端子箱カバー (分離形のみ)

2 検出器接続用の端子箱

3 検出器接続ケーブル配線口 (分離形のみ)

4 接続ケーブル配線口

5 電源ケーブル配線口

6 表示器 (付属する場合)
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変換器
ハウジングの端子箱カ
バー 2

3

4

1

図 58: 変換器ハウジングの端子箱カバーの接続部

1 I/O 出力および電源用の端子箱

2 接地導体接続用の接地ねじ

3 電源ケーブル配線口

4 外部の等電位化のための接地端子

13.1.2 分離形の変換器の取外し

 警告
感電して致死的な怪我をする危険性

▶ 電源を切ります。通信機器の電源も切ります。

▶ 不注意によって電源が投入されないような対策を講じてください。

電源ケーブル，接続
ケーブルおよび接地
ケーブルの取外し

電源をオフにして，電源接続端子 L/+，N/- からすべての電源ケーブル接続を取り外し，電源回路
の接地ケーブル (外部の接地端子の等電位化接続は除く) を取り外してから，以下の手順に従って変
換器を取り外す必要があります。

1. 検出器接続用の端子箱カバーを外します。

2. 端子配線補助工具を使用してすべてのケーブルを取り外します。

端子配線補助工具

3. ケーブルグランドとケーブルを取り外します。

4. 「I/O 出力および電源用の端子箱」の錠締めねじを外し，端子箱カバーを外します。

5. 通信および I/O ケーブルを切り離します (短絡が起こらないように注意！)。

6. ケーブルグランドとケーブルを取り外します。
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7. 「電源接続端子」 L/+，N/- から電源ケーブルを取り外します。

接地ねじ

8. 「接地導体接続用の接地ねじ」を取り外します。

9. 「等電位化のための接地端子」から等電位接地を取り外します。

13.1.3 故障した変換器の取り外し

取外しが終わった変換器は，4 本の締め付けボルトを外して取り外す必要があります。

図 59: U字金具からの故障した変換器の取外し

U字金具はスペアの変換器の取り付け用に残します。

13.1.4 一体形の変換器の取外し

 警告
感電して致死的な怪我をする危険性

▶ 電源を切ります。通信機器の電源も切ります。

▶ 不注意によって電源が投入されないような対策を講じてください。

電源ケーブル，接続
ケーブルおよび接地
ケーブルの取外し

電源をオフにして，電源接続端子 L/+，N/- からすべての電源ケーブル接続を取り外し，電源回路
の接地ケーブル (外部の接地端子の等電位化接続は除く) を取り外してから，以下の手順に従って変
換器を取り外す必要があります。

1. 「I/O 出力および電源用の端子箱」の錠締めねじを外し，端子箱カバーを外します。

2. 通信および I/O ケーブルを切り離します (短絡が起こらないように注意！)。

3. ケーブルグランドとケーブルを取り外します。
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4. 「電源接続端子」 L/+，N/- から電源ケーブルを取り外します。

接地ねじ

5. 「接地導体接続用の接地ねじ」を取り外します。

6. 「等電位化のための接地端子」 (使用している場合) から等電位接地を取り外します。

故障した変換器の取り
外しと検出器からの取
外し

1. 取外しが終わった変換器は，4 本の締め付けボルトを外して取り外します。

2. 変換器ハウジングを持ち上げます。

3. 変換器ハウジングの向きを変えて取り外しやすくします。
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4. 端子配線補助工具を使用してすべての配線を変換器から取り外します。

端子配線補助工具

13.1.5 microSD カードの取り外し (表示器付き変換器のみ)

故障した変換器が表示器付きの場合は，microSD カードがスペアの変換器の設定に使用できます。
変換器取り外し後，以下の手順に従ってください。

1. 表示器カバーの錠締めねじを外します。

2. 表示器カバーを取り外して，microSD カードを外します。

3

2

1

1 表示器カバー

2 microSD カード

3 錠締めねじ
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13.2 スペアの変換器の取り付け

スペアの変換器の取り付けについては，変換器の取付け [} 32] 章を参照してください。

13.3 パラメータの設定

13.3.1 関連する設定とパラメータ保存

関連する
設定

Rotamass Total Insight 変換器には，質量流量計の適切な動作を確保するために調整が必要な 4 種
類の関連パラメータがあります。
▪ システム関連パラメータ - 機器は以下の 3 つ方法のうちの 1 つで識別されます。

– デバイス ID – 製造者により付けられた固定値

– 機器のタグ (HART)

– アドレス (HART, Modbus, PROFIBUS PA)
▪ 検出器関連パラメータ (測定対象選択，質量流量 / 体積流量の単位，温度の単位など)
▪ 検出器固有パラメータ (SK20, KD, fl20)
▪ お客様指定パラメータ (ローカット，上限値)

パラメータ
の保存
場所

システム関連パラメータはスペアの変換器の microSD カード / 製品 DVD の「Factory.PAR」ファイ
ルに保存されています。

検出器関連パラメータおよび検出器固有パラメータは故障した変換器の microSD カード / 製品
DVD 上にある「Factory.PAR」ファイルを使用できます。

提供される
パラメータの設定

スペアの変換器の検出器固有パラメータと検出器関連パラメータの初期設定は，流体温度範囲: 標
準用のステンレス鋼製の Nano 06 検出器に基づいています。

MS コード: RCUN06K – 50NNNN -0NN ˽ - ˽ ˽ ˽ ˽ - ˽ - ˽ ˽ ˽ / ˽

13.3.2 設定方法

検出器設定でスペアの変換器の設定を行うには，故障した変換器のバックアップファイルが常に必
要です。
▪ 故障した変換器の microSD カードが使用可能ならば，スペアの変換器に挿入してください。
▪ それが使用できない場合は，製品 DVD の「Factory.PAR」ファイルをスペアの変換器の

microSD カードにコピーして，このカードを挿入してください。

故障した変換器の工場出荷時バックアップファイルは，故障した Rotamass Total Insight
に添付されている DVD の「YOKOGAWA」ディレクトリに保存されています。スペアの
変換器の microSD カードにコピーする場合，必ず異なるファイル名を使うようにしてく
ださい。

スペアの変換器を適切に設定する方法は，スペアの変換器と比較して，故障した Rotamass Total
Insight の以下の MS コードポジションによって異なります。

入出力信号

- - - - /-RC

1 2 3 4 6 75 9 10 11 12 13 14 158

1. ポジション 13: 通信の種類および I/O (入出力) 設定

例: JE = HART 通信仕様　I/O 1 – 4 (詳細はGS参照)
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表示器

- - - - /-RC

1 2 3 4 6 75 9 10 11 12 13 14 158

1. ポジション 14: 表示器

MS コードポジション 14 – 取り得る値 関連付け

0 表示器なし

1 表示器あり

Essential (標準型) 変換器の場合のみ，表示器なし (MS コードのポジション 1 ＝ E) が選択できま
す。表示器なし変換器には microSD カードがありません。

例: 故障した変換器の MS コードは「RCUS36S-25BD40-0D70-NN00-2-JB1/Z」で，ポジション 13 は
HART 通信 I/O 1 – 4 (JB)，ポジション 14 は表示器あり (1) を意味します。

設定方法は表 15 に従う必要があります。

表 15: 故障した変換器の MS コードに応じてスペアの変換器を設定する方法の概要

故障した変換器の MS コード: 検出器パラメータの設定方法

バックアップファイルを使用した設定

ポジション 13 の値: 表示器による設定1) FieldMateによる設定

J␣(HART) 可能 Rev.3 を推奨

M␣(Modbus) 可能 推奨

G␣(PROFIBUS PA) 可能 推奨
1)

 表示器を使用する前に，DVD の工場出荷時バックアップファイルをスペアの変換器の 
microSD カードにコピーしておく必要があります。

「推奨」の設定方法を使用してください。

13.3.3 プロセス値の単位の設定

スペアの変換器の場
合:

スペアの変換器の測定値の単位を，スペアの変換器の製品 DVD にある
「Customer_Settings_YourDeviceSerialNumber.csv」ファイルの値に設定します。

スペアの検出器の場
合:

既存の変換器の測定値の単位を，スペアの検出器の製品 DVD にある
「Customer_Settings_YourDeviceSerialNumber.csv」ファイルの値に設定します。

例，下表参照。

MASS_FLOW 質量流量の単位 R/W3 5

0:g/s
1:g/min
2:g/h
3:kg/s
4:kg/min
5:kg/h
6:kg/d
7:t/min
8:t/h
9:t/d
10:lb/s
11:lb/min
12:lb/h
13:lb/d
14:ユーザー定義単位
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質量流量測定用に設定された機器の場合，Qnom，Qmax などすべての関連パラメータは kg/h 単
位で工場出荷時バックアップファイルに保存されています。

質量流量の単位を表示器で変更するには，以下の手順を実行してください。

1. ユーザーのレベルを「スペシャリスト」に設定します。

2. メニュー項目「[簡易設定ｳｨｻﾞｰﾄﾞ] ► [標準ﾌﾟﾛｾｽ値] ► [質量流量] ► [単位]」に移動します。

3. Customer_Settings ファイルに保存された値に対応する単位を選択してください (例: [kg/h])

4. 単位を「[kg/h]」に設定します。

5. 交換する変換器のプロセス値の単位を確認してください。

このパラメータは，別のメニューでも使用できます。値は，それぞれのメニューで設定できます。
▪ 基本設定
▪ 詳細設定

この手順を，IM 01U10S0␣-00␣␣-R に記載されている対応する機器の残りのすべての関連するプロ
セスパラメータの単位に対して実行します。

 警告
測定パラメータの単位が合わない場合，測定に誤りが生じ，変換器が設定エラーを表示することが
あります。

変更する前に，単位のユーザー設定を書き留めてください。ペアリング過程の後，単位
を元の設定に戻す必要があります。

13.3.4 検出器関連および検出器固有パラメータの設定

スペアの変換器の場
合:

スペアの変換器の検出器パラメータを，表示器を使用して故障した変換器の microSD カードの値
に設定します。

スペアの検出器の場
合:

既存の変換器の検出器パラメータを，表示器を使用してスペアの変換器の microSD カードの値に
設定します。

1. ユーザーのレベルを「スペシャリスト」に設定します。

2. メニュー項目「診断/ｻｰﾋﾞｽ] ► [ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ/ﾘｽﾄｱ] ► [ﾘｽﾄｱ実行]」に移動します。

3. サブメニュー項目 「[ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾌｧｲﾙ名]」を選択します。ユーザーの設定ファイルに故障した変
換器のバックアップ名を入力します。 (例: UsrPlant)

4. メニュー項目「診断/ｻｰﾋﾞｽ] ► [ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ/ﾘｽﾄｱ] ► [ﾘｽﾄｱ実行]」に移動します。

5. 「microSD カードからセンサ定数のダウンロード」を実行します。

6. 交換する変換器のすべての検出器関連の設定を確認します。
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13.3.5 お客様指定パラメータの設定

お客様指定パラメータの初期設定は，以下のとおりです。

表 16: 割り当て: お客様指定パラメータの初期設定

パラメータ名称: 初期設定: パラメータ 
調整

値 単位

[質量流量ローカット]

0.0105 kg/h
流量計サイズが >06 の時 
推奨

[正味質量流量 1 ローカット] 
1)

[正味質量流量 2 ローカット] 
1)

[質量流量上限値]

21.000 kg/h 流量計サイズが >06 の時 
推奨

[正味質量流量 1 上限値] 
1)

[正味質量流量 2 上限値] 
1)

[体積流量上限値] 21.000 L/h

[測定対象選択] 液体 なし
検出器が気体用機器の場合， 
必要

[最大許容圧力] 10.000 Bar リストアのフローで自動化
1)

 付加仕様 AC␣ がスペアの変換器に対して使用可能な場合のみ関係します。

故障した変換器の MS コードに応じて，これらのパラメータは調整する必要があります。
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流量計サイズ

- - - - /-RC

1 2 3 4 6 75 9 10 11 12 13 14 158

必要に応じて，以下のパラメータ値を設定することを推奨します。

表 17: 概要: パラメータ [... ローカット] / [... 上限値] の設定値

RMTI パラメータ設定値 (推奨値)

パラメータ名称: [... ローカット]
1)

[... 上限値]
1)

流量計サイズ: 設定値: 設定値:

値 単位 値 単位

06 0.0105

kg/h

21.0

kg/h

08 0.0225 45.0

10 0.0850 170.0

15 0.1850 370.0

20 0.4750 950.0

25 0.0800 1600.0

34 1.5000 3000.0

40 2.3500 4700.0

36 5.0000 10000.0

50 10.0000 20000.0

38 16.0000 32000.0

80 25.5000 51000.0

39 50.0000 100000.0

1H 85.0000 170000.0

1F 125.0000 250000.0

2H 250.0000 500000.0
1)

 [...ローカット]，[...上限値]の値は，表16のパラメータ値に対応します。

質量流量および密度の精度

- - - - /-RC

1 2 3 4 6 75 9 10 11 12 13 14 158

質量流量および密度の精度の値が 50 または 70 の場合は，パラメータ [液体/気体選択] は「気体」
に設定する必要があります。

13.3.6 システム関連パラメータの設定

工場での使用では，タグや通信アドレスのようなシステム関連パラメータをシステム設定に合わせ
ることが必要になります。そこで，これらの設定は汎用のスペアの変換器に適合する必要がありま
す。交換する機器のアドレスとタグは，工場の故障した機器と同じである必要があります。

[HART] のタグと
アドレスを表示器で調
整

1. ユーザーのレベルを「スペシャリスト」に設定します。

2. メニュー項目「[詳細設定] ► [機器情報] ► [ｵｰﾀﾞｰ情報] ► [タグ]」に移動します。

3. サブメニュー項目「[タグ]」を選択します。故障した変換器のタグを入力します。
サブメニュー項目「[ロングタグ]」を選択します。故障した変換器 

1)
のロングタグを入力しま

す。

4. 「[タグ]」および「[ロングタグ]」を設定します。
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5. メニュー項目「[詳細設定] ► [機器情報] ► [HART 情報] ► [ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞｱﾄﾞﾚｽ]」に移動します。

6. 「[ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞｱﾄﾞﾚｽ]」を設定します。
1)

 タグおよびロングタグは， 故障した変換器の microSD カード / 製品 DVD に添付の
「Customer_Setting_...csv」ファイルに保存されています。

ハードウェアの設定については，基本取扱説明書 IM 01U10B00-00␣␣-R，詳細設定 [} 77]
章を参照してください。

13.4 配線

スペアの変換器と既存の検出器の配線については，配線 [} 41] 章を参照してください。

13.5 試運転

1. 外部電源スイッチをオンにします。

2. 配管の取り付けの確認を行います。

3. 本製品のエラー，警告やアラームが発生していないか確認してください
(トラブルシューティング [} 84] 章を参照)。

4. 変換器を設定して，ゼロ調整を行います。
システム設定および操作 [} 71] 章を参照してください。

ð 本製品が運転可能な状態になりました。
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14 分解および廃棄

14.1 除染および返送

 危険
化学熱傷 (火傷) や中毒になる恐れのある人体に有害な流体の使用

▶ 本製品を取り外す際，人体への流体付着，検出器内残留ガスの吸入などのないように注意し
てください。

▶ 保護服と呼吸マスクを着用してください。

返送の前に，以下の注意事項を守ってください。

▶ 本製品を十分に洗浄してください。有害な化学物質が本製品の内部や外部に残らないように注
意してください。完全に流体が排出され，かつ確実に洗浄された本製品に限り，返送をお受け
します。

▶ 運送中の衝撃から保護できるように梱包してください。可能ならば，元の梱包材を使用してく
ださい。

14.2 廃棄

廃棄の前に，以下の注意事項を守ってください。

▶ 廃棄やリサイクルに関する，当該国の法規制を順守するようにしてください。

▶ 全ての流体の残留物の除去が完了するまで，本製品を分解しないでください。部品は個別に廃
棄してください。
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15 仕様

検出器および変換器の仕様は，該当する製品シリーズの一般仕様書に一覧表示されています。

15.1 周囲条件

Rotamass Total Insight は厳しい周囲条件下で使用することができます。

その際，以下の仕様を考慮する必要があります。

機器周辺の空気は周囲温度と見なされています。

危険場所で許容されるプロセス流体温度および周囲温度範囲は，応用で定義された分類
によって変わります。防爆用取扱説明書 IM 01U10X␣␣-00␣␣-R を参照してください。

Rotamass Total Insight の許容される周囲温度および保管温度は，以下の構成部品およびその温度
制限によって変わります。
▪ 検出器
▪ 変換器
▪ 検出器と変換器間の接続ケーブル (分離形用)

周囲温度 最大周囲温度範囲
1)

一体形: -40 – 60 ℃ (-40 – 140 ℉)

分離形

標準ケーブル
(付加仕様 L␣␣␣)

検出器
2)

: -50 – 80 ℃ (-58 – 176 ℉)

変換器: -40 – 60 ℃ (-40 – 140 ℉)

難燃性ケーブル
3)

(付加仕様 Y␣␣␣)
検出器

2)
: -35 – 80 ℃ (-31 – 176 ℉)

変換器: -35 – 60 ℃ (-31 – 140 ℉)
1)

 機器が屋外で稼働している場合は，直射日光が当たって変換器の表面温度が許容される最大周囲
温度を上回ることのないようにしてください。変換器の表示は，-20 ℃ (-4 ℉) 以下では視認性が制
限されます。
2)

 高い流体温度の定格低減を確認してください。プロセス流体温度の範囲，プロセス条件，検出器
の許容周囲温度を参照してください。
3)

 低い温度仕様は固定設置でのみ有効です。

保管温度 最大保管温度範囲

一体形 -40 – 60 ℃ (-40 – 140 ℉)

分離形

標準ケーブル
(付加仕様 L␣␣␣)

検出器: -50 – 80 ℃ (-58 – 176 ℉)

変換器: -40 – 60 ℃ (-40 – 140 ℉)

難燃性ケーブル (付加仕様 Y␣␣␣):
検出器: -35 – 80 ℃ (-31 – 176 ℉)

変換器: -35 – 60 ℃ (-31 – 140 ℉)

詳細
周囲条件

範囲と仕様

相対湿度 0 – 95 %

保護等級
変換器および検出器: IP66/67 (適切なケーブルグ
ランドを使用した場合)

周辺領域の許容汚染度，EN 61010-1 準拠 4 (動作時)

耐振動性， IEC 60068-2-6 準拠
変換器: 10 – 500 Hz，1g

検出器: 25 – 100 Hz，4g
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範囲と仕様

電磁環境適合性 (EMC)
▪ IEC/EN 61326-1，Table 2
▪ IEC/EN 61326-2-3
▪ NAMUR NE 21 準拠
▪ DNVGL-CG-0339，chapter 14

これには，以下が含まれます。
▪ サージイミュニティ:

– EN 61000-4-5 雷
サージ保護

▪ エミッション:

– IEC/EN 61000-3-2，Class A

– IEC/EN 61000-3-3，Class A

– NAMUR NE 21 準拠

– DNVGL-CG-0339，chapter 14

イミュニティ評価基準: 
出力信号変動は出力スパンの ±1% 以内。

最大高度 平均海面高度 (MSL) 2000 m (6600 ft)

過電圧カテゴリ (IEC/EN 61010-1 準拠) II

15.2 製品寿命の定義

Rotamass Total Insight の製品寿命: 周囲温度 40 ﾟC 以下で20年。

この値は安定した環境条件に基づきます。安全性に関するマニュアル
IM 01U10D␣␣-00␣␣-R を参照してください。
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ROTAMASS: Rota Yokogawa GmbH & Co. KG, DEの登録商標

FieldMate: YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATIONの登録商標

本書に記載されている会社名および商品名は，各社の商号，商標または登録商標です。本書では，商標または登
録商標に™または®のマークは付けていません。

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION

YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA

YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA.

YOKOGAWA EUROPE B. V.

Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort,

THE NETHERLANDS
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