新世代の
飲料用·自動分析システム
製品名
概要

飲料分析の完成形
飲料メーカーは、厳密な品質基準を満たすこと、常に変化する消費者トレンドに対応でき
るよう正確な生産スケジュールを守ることなど、多岐にわたる複雑な問題に直面していま
す。国際競争や、増大し続けるコストに対応するには、生産の柔軟性と効率の高さが要求
されます。ブランドの成功の鍵となるのが、スループットと品質の向上です。また、生産
設備の稼働率を高め、運用コストを削減するには、耐久性が高いメンテナンスフリーの測
定システムが必要です。
アントンパール社は、インライン飲料分析システムのトップメーカーとして、飲料製造上
の問題に対して、ソリューションを提供しています。これらのソリューションはすぐに使
用できるため現場での調整時間を省くことができ、ラボ機器と完全に連携し、社内基準に
適合する生産と完全なトレーサビリティを実現します。
生産環境に適応

パラメーターを駆使し様々な飲料に対応

変動する条件下でも連続的に品質を管理

最小限の
運用コスト
この飲料分析システムは長時間の試運転や現場調整が
不要で、すぐに使うことができます。工場で事前調整
されており、目的の飲料に対応した適切なセンサセッ
トアップと計算メソッドが設定された状態で出荷され
ます。光学CO2センサ、インラインポンプ、インライ
ン屈折計、密度・音速センサなどの内蔵部品はメンテ
ナンスが一切不要なため、運用コストを最小限に抑え
ることができます。

生産パラメーターを連続監視することで時間とコスト
を削減できます。アントンパール社のインライン飲料
分析システムを使用すれば、原料の使用量を最適化
し、手動測定の必要性を減らし、規格外の製品の発生
を回避できます。最高の測定技術を使用することで、
原料バッチの変動など、プロセスのバラツキの影響を
最小限に抑えることができます。洗浄サイクルの直後
でもドリフトのない分析が可能なため、校正確認時間
が短縮されます。

現代の飲料ビジネスは消費者の嗜好の変化に伴い、現
在そして将来の様々な種類の
ソフトドリンク、ビール、アルコール飲料に対応でき
る万能型のシステムが求められています
アントンパール社のインライン飲料分析システム
は%Diet、TA、CO2、O2、°Brix、糖転化、アルコー
ルなどの重要パラメーターの測定において業界最高レ
ベルの正確さと繰返し精度を実現しています。

ラボ機器と完全に連携
プロセス計とラボ分析システムを接続す
ることにより、アントンパール社のプロ
セスセンサの校正と調整のサポート、自
動化、簡素化を実現します。プロセスセ
ンサの値が、アントンパール社のラボ分
析計で測定した基準値と比較されます。

アントンパール社のインライン飲料分析システム
は、1つのVARINLINE®ハウジングの両ポートに設置
可能です。ラインの振動に影響されないため、生産
ラインの様々な位置に簡単に取り付けることができま
す。表示変換機は収納盤に組み込むことも、近くの見
やすい位置に設置することもできます。全てのモデル
が衛生面とCIPを考慮して設計されているため、ソフ
トドリンク、ダイエット飲料、ビール、ワイン、果実
酒、RTD·(アルコール飲料)、ジュース、お茶、その他
飲料の安定した生産が可能になります。

飲料のインライン分析
アントンパール社は、飲料分析のための幅広い
ソリューションを提供しています。
当社のスペシャリストが、お客様のプロセスに
最適なシステムやセンサをご提案します。下表
にセンサとシステムの機能について簡単な概要
を示します。

Cobrix 5500
Beer Monitor 5500
Wine Monitor 5500

Cobrix 5600
Beer Monitor 5600
Wine Monitor 5600

Animo 5100
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データ収集・表示用インターフェース

















センサに表示・操作ユニット付属可
フィールドバス通信
メンテナンス フリー
システムエンジニアリング及び統合


 標準装備

 オプション

* Cobrix 5500、5600のみ

飲料のインライン分析

Beer Monitor 5500/5600
全てのビールパラメーターをインライン監視
新しいBeer Monitorは、ビール、ビール系飲料、ノンアルコールビール、ビール混合飲料の、CO2、リアルエキスと外
観（仮性、アパレント）エキス、オリジナルエキス、発酵度、アルコール含有量を高精度に測定します。測定値と偏差
がリアルタイムで表示されるので速やかに対処でき、製品のスペック適合性を確保し、原料の使用量を最適化すること
が可能です。

Cobrix 5500 / 5600

コストパフォーマンスの高さ

インテリジェントな飲料生産管理ソリューション

ビールモニターは、CIP/SIP洗浄後は素速く測定可能状態に戻ります。メンテナンスフリーで衛生的かつ堅牢なビールモ
ニターは信頼性が高く、何年にもわたって使用でき、お客様のTCO(総所有コスト)を最小限に抑えることができます。
デジタル式の信号処理と新しい機械設計によりドリフトのない安定した結果が得られ、最高効率での製造運転を維持で
きます。

この新型インラインまたはバイパス設置の飲料アナライザーCobrix 5500 / 5600は、ソフトドリンク、ダイエット
ソフトドリンク、ビール、RTD (FAB)、ワイン、ジュース、お茶などの飲料を連続的に監視します。この新しいア
ナライザーは、飲料に応じて、°Brix、%DietまたはTA、CO2、アルコール、糖転化、オリジナルエキス、リアルエキ
ス、温度を測定します。上下限値は製品ごとに簡単に設定できます。測定値が許容範囲を超えるとアラーム音や警告
画面で通知されるため、必要な対策を講じることができます。設備のダウンタイム、無駄になる原料、廃棄される不
具合製品が、最小限に抑えられます。新しいCobrix 5500 / 5600はW型振動管を採用しており、信号をデジタル処理
して再校正や定期的メンテナンスの必要性など機器に関する重要情報を知らせます。

立ち上げ時間の短縮

大幅な削減

Cobrix 5500 / 5600は、製造開始の直後から重要な品質
パラメーターを監視するため、立ち上げ時間を短縮し、
製品の切り換えを素速く行い、ラボでの測定の必要性を
減らすことができます。

Cobrix 5500 / 5600は製品品質を継続的に監視、測定
し、時間とコストを削減します。極めて低い投資コスト
で、シロップ生産量を最適化し、手作業の測定を最小限
に抑え、規格外の製品の発生を防ぎます。通常は、1年
未満で投資を回収できます。

Cobrixアナライザー、ビールモニター、ワインモニターには、炭酸ガスの測定方式において2つのバージョンがありま
す。
お客様に最適なモデルをお選びいただけるよう、アントンパールがサポートいたします。
Cobrix 5500、Beer Monitor 5500、Wine Monitor 5500:
密度・音速センサと圧力/温度(体積膨張)方式のCO2測定
の組み合わせ。
- 低メンテナンス(運転条件により平均6～18か月に
1回)
- 手頃な価格の製品別セットアップ
- 新設計により小型化と軽量化を実現

Cobrix 5600、Beer Monitor 5600、Wine Monitor 5600:
密度・音速センサと光学式CO2測定の組み合わせ。
- 生産品種に依存しない測定結果(飲料の溶解度、糖
組成、混入ガス、色度、濁度などが指示値に影響を
及ぼすことはない)
- 衛生的用途に適した設計
- メンテナンス不要
- 新設計により小型化と軽量化を実現

飲料のインライン分析
アントンパール社は、様々な新しいインライン監視ソリューションを提供していま
す。これらのソリューションには様々な測定テクノロジーが採用されており、お客
様の要件や判断基準に応じて製造工程のあらゆる部分にご使用いただけます。

アルコールモニター
二成分混合液(多くの蒸留酒や
エタノール製品など)のアルコール含有量を0 %～100 %のフルレンジで測定します。
パラメーター
- アルコール含有量(%v/v)
- アルコール含有量(%w/w)

Brixモニター
ソフトドリンク、フルーツジュース、シロップの糖度を測定でき、あらゆる種類の糖(HFCS、甘蔗糖、甜菜糖)を含む製品
の測定に対応できます。
パラメーター
- 糖度(°Brix)

エキス/オリジナルエキス/プラトー度モニター
これらの機器はビールの生産に使用され、高温麦汁や低麦汁のエキス濃度を監視したり
(密度ベース、音速ベース、屈折率ベースのモニター)、ビールのオリジナルエキスを測定できます
(音速ベースのモニター)。
パラメーター(モニターにより異なる)
- エキスのプラトー度(°Plato)
- オリジナルエキスのプラトー度(°Plato)

アルコール、Brix、エキス/Platoの測定は、次の3つの
測定原理 から選択いただけます。
密度ベース
L-Dens 7400/7500を使用
- 最高水準の精度
- デジタル信号処理
- 新設計により小型化と軽量化
を実現
- 新型のPico 3000入出力モジュ
ールとHMIオプション
- 公的な測定法に対応

音速ベース
L-Sonic 5100を使用
- 最も価値の高いソリューション
- デジタル信号処理
- 新型のPico 3000入出力モジュ
ールとHMIオプション
- EHEDG認証済み

Fermentation Monitor 5100
屈折率ベース
L-Rix 5200を使用
- 粘性の高い製品用
- EHEDG認証済み

発酵モニターは、ビール、ワインまたは蒸留酒の生産時にインラインで屈
折率を測定し、アルコールの発酵を連続監視します。
パラメーター
- オリジナルエキス[°Plato]
- 外観エキス濃度[°Plato]
- アルコール[%w/w]
- アルコール20 °C[%v/v]
- リアルエキス[°Plato]
- 真正発酵度[%]
- 発酵速度[20 ℃での1時間あたりのアルコール濃度の増加(%v/v)]

Animo 5100: スキッド搭載ビール分析システム
Animo 5100は、全ての重要な品質管理パラメーターをビール充填ラインから収
集するモジュール型測定システムです。正確で安全な運転に不可欠の高品質の
オンラインセンサ、分析機器、及び配管などの機械要素を内蔵しています。表
示変換器モニタリングにより、一箇所からの操作とデスクトップからのデータ
評価が容易になります。
設置後、すぐに品質管理システムを使用できます。新規ラインを設置する
場合、最新センサにより既存ラインをアップグレードする場合のいずれで
も、Animo 5100は各生産環境に個別に適合します。システムの寸法自体もプロ
セスラインに合わせてカスタマイズできます。新たなフレームの追加なしにシ
ステムを完成させることも可能です。ご要望に応じてセンサやコンポーネント
を追加で組み込むこともできます。

業界をリードする測定技術

製造環境におけるオンライン測定/分析は、製造プロセス、製品のばらつき、及
び製品の品質を効率的に管理するための基本です。アントンパール社は、その
優れた測定テクノロジー及びアプリケーションのノウハウと、これらのソリュ
ーションをお客様の環境と設備に統合するために不可欠な総合サービスセット
を兼ね備えています。これにより、最高水準の測定ソリューションと効率の非
常に高い実装プロジェクトのメリットが得られます。

システムの統合

プロセス
エンジニアリングサ
ービス

システムと統合

プロセスとアプリケ
ーションに関する専
門知識

Animo 5100の業界をリードする測定技術
-

L-Com 5500 – アルコール及びエキス含有量測定のためのコンパクトなセ
ンサ
Carbo 520 Optical – 安定したメンテナンス不要のCO2センサ
Oxy 510 – 溶存酸素測定のための最小限の消耗品
mPDS 5表示変換器 – リアルタイムのプロセス監視
Davis 5分析ソフトウェア – 製造品質を追跡
導電率センサ – 製品にCIP剤の痕跡を残さない
流量計 – 費用対効果の高い電磁流量計
配管及び配線 – 衛生的な配管と部品
オプション: L-Col 6100 – 高品質でコストが最適化された色度センサ

完全なサービスセット
エンジニアリング

製造と組み立て

統合

サービス

エンジニアリングサポート、設計サポート、設置サポート、及び試運転を行う
ことにより、アントンパール社はオールインワンのパッケージを提供できま
す。

お客様にとってのメリット
-

現場調査から短時間で製造品質を管理
中央システムから全ての品質パラメーターにアクセス
パッケージラインは全て仕様を満たす製品
調整と校正が容易
毎年のメンテナンス業務を1日未満で

Davis 5で管理機能を拡張
Davis 5（デイビスファイブ)は、アントンパール社の総合的なデータ収集/可視化ソフトウェア
です。イーサネットを介して組織全体のPCに接続できるため、生産に関する重要業績評価指標
をリアルタイムで分析できます。Davis 5によりラボの分析システムがアントンパール社のイン
ライン飲料アナライザーに直接接続されるため、校正と調整が自動化され、オペレーターによ
る手動操作が不要になります。

オフィスからデータの確認、管理、保存が可能

プロセスの能力向上

Davis 5は開放型のクライアント/サーバーアーキテクチャをベ
ースとしているため、社内ネットワークを利用して、サーバー
上に保存した生産データを複数のPCで同時に表示し、アクセ
スすることが可能です。アクセス権は、ソフトウェアに組み込
まれたユーザー管理機能を通じて管理されます。

生産工程の監視と分析は、プロセスデータ、統計データ、及
び品質データに基づいて行われ、 開始終了時刻、範囲外の
値、トレンド分析値、平均値、最小・最大値、標準偏差、運
転時間、ラインのダウンタイム、 ボトル及び缶の数、調整
履歴、及びプロセスを完全に最適化するための品質データ
(Cp、Cpk、品質指数など)に基づいて工程を監視、分析するこ
とで、工程を最適化できます。システムがデータを収集・保存
し続けている間でも、ユーザーは初期値を表示できます。

生産の開始と終了時刻、範囲外の値、トレンド分析値、統計量
などは、いつでも表示、ダウンロード、印刷できます。必要な
ときにいつでも値のチェック、設定の変更、生産の停止が机上
から可能です。

強力なレポート作成機能とトレーサビリティ
生産品別のアラート機能による保護
製造設定、限界値、アラーム/警告を製品ごとに指定できま
す。測定値が許容範囲外になると、Davis^5は画面の背景色を
変更して値を強調表示し、音声アラームを鳴らすので、生産チ
ームは迅速に必要な調整を行えます。また、オフィスの机上か
ら直接、複数の種類の生産品を指定して、ある生産ラインから
別の生産ラインへ移すことができます。さらに、作成した製品
データベースを他の生産ラインに転送し、同じ製品別生産パラ
メータで設定することも可能です。

ボタン操作
による校正と調整
ラボ装置からインライン飲料分析システムへのデータ転送を自
動化することで、転記・操作ミス等が回避され校正ワークフロ
ーの詳細な記録が可能となります。

Davis 5では、社内の要件に従ったレポートの自動生成が可能
です。データをLIMSへ転送することも、電子レポートをスマ
ートフォン、タブレット、またはPCへ送信することもできま
す。統計レポートは、社内品質管理システムの一部として可読
性をもたせるため、または他の統計的プロセス管理(SPC)ソリ
ューションに組み入れるためにXMLまたはPDF形式で出力で
きます。各バッチ後、または時刻を指定してレポートを取得す
ることが可能です。

ビール生産工程での
インライン飲料分析システム
お客様の最高の製品品質をサポートし、製造コストと維持費を最小限に抑え、生産ラ
インの逸脱にすばやく対処し、労働生産性を向上させることがプロセスセンサの目標
です。これらの目標を達成するためには、プロセスと製品を継続して管理及び分析
することが必要不可欠です。インラインアナライザーを使用するとプロセスの状況
をリアルタイムで正確に把握でき、製品品質を最大限に高めることができます。
アントンパール社のプロセスセンサは、ビール、ソフトドリンク、ワインの生産
における様々な測定点と重要な製造段階に要求される透明性を確保します。

エキス/プラトー度モニター

エキス/プラトー度モニ
ター

ビールモニター/Animo

エキス/プラトー度モニター

ビールモニター/Animo

発酵モニター

ソフトドリンク生産工程での
自動飲料分析システム
Brixモニター

Brixモニター

Brixモニター
Cobrix

ワイン生産工程での
インライン飲料分析システム

発酵モニター

ワインモニター

ワインモニター

技術仕様
Cobrix 5500およびCobrix 5600

Animo 5100

糖度/ダイエット濃度
範囲

精度

パラメーター
0～50 °Brix
0～15 °Brix (糖転化が含まれる製品の場合)
目標ダイエット値の0 %～150 %
加糖飲料: <0.02 °Brix
ダイエット飲料: <1 %

CO2濃度
範囲

0～6 Vol
0～12 g/L

精度

0.025 Vol (0.05 g/L)

RTD (FAB、アルコポップ)
アルコールの測定範囲

0～16 %w/w (% weight/weight)
0～20 %v/v (20 °Cでの% volume/volume)

アルコールの精度

0.02 %w/w

精度

0～12 %w/w、0～15 %v/v

±0.02

リアルエキス

0～12 °Plato

±0.02 °Plato

オリジナルエキス

0～35 °Plato

±0.04 °Plato

溶存CO2濃度

0～6 Vol
0～12 g/L

0.025 Vol
0.05 g/L

導電率

範囲(調整可能): <10 mS/cm、
10～100 mS/cm、100～999 mS/cm

分解能: 1 μS/cm、10 μS/cm、100 μS/cm

温度測定

-3～+145 °C

±0.1 °C

圧力測定

0～16 bar (絶対圧力)

±0.1 bar

流量

v = 0.01～10 m/s (指定の測定精度)

測定値の±0.5 % ±1 mm/s

色度(オプション)

0～30/150 EBC
(光路長によって異なる)

再現性: ±1% 透過率

測定温度
0 °C～30 °C
0～25 ℃ (糖転化が含まれる製品、ダイエット
飲料、FABの場合)

範囲

アルコール

アルコールモニター

密度ベース

音速ベース

屈折率ベース

範囲

0～100 %v/vまたは%w/w

50～100 %w/w

0～40 %w/w

精度

0.05 %w/w (0～90 %)
0.03 %w/w (90～100 %)

0.1 %w/w

0.23 %w/w

測定温度

0～40 °C

10～50 °C

10～50 °C

Beer Monitor 5500およびBeer Monitor 5600
Brixモニター

リアルエキス
範囲

0～12 °Plato

オリジナルエキス
範囲

0～35 °Plato

リアルエキス/オリジナルエキス
精度

0.02/ 0.04 °Plato

CO2 濃度
範囲

0～6 Vol
0～12 g/L

精度

0.025 Vol (0.05 g/L)

アルコール
範囲

0～12 %w/w (%weight/weight)
0～15 %v/v (20 °C下での%volume/volume)

精度

0.02 % v/v

測定温度

-3～25 °C

範囲

0～10 %w/w

精度

0.04 %w/w

CO2濃度
範囲
精度

0.025 Vol (0.05 g/L)

アルコール
範囲

0～16 %w/w (% weight/weight)
0～20 %v/v (20 °Cでの% volume/volume)

精度

0.02 %v/v

測定温度

0～25 °C

屈折率ベース

0～35 °Brix

0～100 °Brix
(0～15 °Brix)

精度

0.025 °Brix

0.06 °Brix

0.1 °Brix (0.05 °Brix)

測定温度

0～100 °C

-3～105 °C

0～100 °C (3～25 °C)

エキス/プラトー度モニター

密度ベース

音速ベース

屈折率ベース

範囲

0～70 °Plato

0～35 °Plato

0～100 °Plato
(0～15 °Plato)

精度

0.025 °Plato

0.06 °Plato

0.1 °Plato (0.05 °Plato)

測定温度

0～100 °C

-3～105 °C

0～100 °C (3～25 °C)

Fermentation Monitor 5100
屈折率
範囲

0～30 °Plato

精度

0.1 °Plato

プロセス温度

-20～100 °C | CIP/SIP 最高145 °C (30分間)

CIP/SIP
5500モデル

CIP: 120//121 ℃ (最大30分間)

5600モデル

CIP: 95 °C (最大4時間)

発酵モニター

SIP/CIP: 145 °C (最大30分間)

0～6 Vol
0～12 g/L

音速ベース

0～70 °Brix

Wine Monitor 5500およびWine Monitor 5600
エキス

密度ベース

範囲

一般仕様
ライン圧力

最大10 bar

保護等級

IP65 (センサ)、IP54 (mPDS 5表示変換器)

電源

DC24 V SELV

電力消費

100 W

mPDS 5フィールドバスボード

PROFIBUS DP
PROFINET IO
イーサネット/IP
Modbus TCP
DeviceNet
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