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超音波流量計

US350FM Yokogawa’s transit-time ultrasonic flowmeter, with the advanced signal
processing and correlation detection methods, provides fast, accurate
and no zero-offset flow measurements in clean to dirty waters.



ゼロ点調整不要
個々のトランスデューサ（検出器）にはセンサ素子の特性や出荷時実

流による調整データを書き込んだ「センサROM」が付属し，これを

流量計本体に取付けます。これらのデータは電源オン時に読み込ま

れ，適切な内部調整が自動的に行なわれます。

また，受信した超音波信号を処理する受信回路の低ノイズ化，低オ

フセット化を徹底しました。

これらにより，流量のゼロ点調整不要が実現し，従来のように設置工

事での調整のために流れを止める（断水する）必要がなくなりました。 センサROMトランスデューサ（検出器）

対気泡特性の向上
相関法を用いたデジタル信号処理（ノイズ除去技術）により，流体中の気泡・異物への耐性を大

幅に向上しました。写真右は測定可能を確認した気泡の一例です。

従来，一時的あるいは周期的な外部要因のための気泡混入により，入力信号異常，出力揺動，

出力突変となる場合がありましたが，そのような問題が大幅に軽減されました。

配管中の気泡例

演算処理上の各種の工夫により，従来の超音波流量計に比べて性能が大幅に向上しました。

測定精度向上
相関法を用いて対気泡特性の向上を図ると測定精度が犠牲になる場合がありましたが，両者の

向上を同時に実現しました。

右図は相関法による信号処理の流れを示しています。流量に比例する値Δtを高速かつ正確に

求めるために独自の信号処理を開発し，高精度を実現しました。この処理を十分な回数だけ繰

り返して平均し，1回あたりの出力を求めます。

この他，流体プロファイル補正のための配管内壁粗さのパラメータ設定や，伝播経路数の手動

設定が可能で，精度向上に貢献します。

同時に，流体の温度変化による音速変化の影響を受けない演算式の採用により，温度特性も向

上しました。
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超音波流量計US350FMは，20年以上の超音波流量計開発の歴史を持つYOKOGAWAからお届けする，次世代演算処
理方式を搭載した新しい超音波流量計です。従来，超音波流量計では難しいとされていた測定条件下でも安定性が向上
し，また，測定精度も向上しました。

トランスデューサ（検出器）を配管の外側に取り付ける方式のため配管工事が不要で，配管の既設・新設にかかわらず設置
工事が容易です。

最新のセンシング回路技術により流量のゼロ点調整が不要になり，設置時に流れを止める必要がなくなりました。



多測線演算
従来からの2測線演算に加え，4測線演算も実現し，流速分布に乱

れがある場合にも十分に対応が可能になりました。4測線の流量信

号の平均をとることにより，出力の揺動を抑えることができます。

また，4測線をマルチ入力として扱い，個々の入力間での絶対値・

加算・減算の演算設定をすることも可能です。この機能では，2測

線ずつ2つに分けて一台で2測線2台分の測定を行なうことも可能

です。その際，電流出力信号も最大2つまで装備できます。 4測線の配置例

現場の各種ニーズに柔軟に対応する充実した機能を持ち，従来品のリプレースでも威力を発揮します。

出力拡張機能（オプション）
接点出力4点，接点入力2点を用い，（1）パルス出力，（2）アラー

ム出力，（3）多重レンジ切換（自動切換，外部切換），（4）正逆流

量検出，（5）0%シグナルロック，（6）積算値リセットが可能です。端

子への機能の割付はパラメータ設定によりプログラマブルです。

多重レンジ切換は，手動切換では正方向・逆方向各々最大4レンジ

まで，自動切換では正方向のみの場合は最大4レンジ，正方向・逆

方向ともに使用する場合は各々最大2レンジまで切換が可能です。
多重レンジ切換

機械設計
当社現場計器で長年の実績のある頑強な流量計本体ハウジング

（IP66またはIP67相当），ステンレスケース（SUS316Ti）および配

管接触面には強靭・高耐熱性プラスチック（PEEK：ポリエーテル

エーテルケトン）を用いて設計されたトランスデューサ（検出器）により，

厳しい環境下でも安心です。

トランスデューサ（検出器）は防浸形（IP67 相当）または水中形

（IP68相当）を選択可能です。 流量計本体ハウジング

高品質のハードウェア設計で，設置・運転・保守作業の安全・安心および効率化に貢献します。

回路設計
外部との配線接続となる電源・電流出力・接点入出力の各端子に

はすべてタフなM4ねじ端子を採用し，避雷用素子も内蔵しました。

トランスデューサ接続も含めたハウジング内の配線接続部には十分な

配線スペースを確保しました。

トランスデューサ
超大口径用　水中形

M4ねじ端子
（電源端子部）
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測定流体： 液体（濁度＜10,000mg/L， 音速範囲800～3,500m/s）
流体温度： -40～+130℃（防浸形），-40～+100℃（水中形）
配管口径： 5～6,500mm
精度： 1% of rate （当社試験装置による）
変換器防水性： IP66耐水形またはIP67防浸形
検出器防水性： IP67防浸形またはIP68水中形

■標準仕様 （注）

上水，下水の他，発電所のボイラー循環水や工場内の各種ユーティリティに適
用できます。
導入にあたり，既設配管であっても他の流量計のように配管切断工事をする必
要がありません。
また，トランスデューサ（検出器）は配管の外側から設置するため，特別な設置
工事も必要ありません。
流量の管理用途に十分な性能を発揮します。

■用途および導入効果

■形名および仕様コード（注）

超音波流量計本体（変換器） トランスデューサ（検出器） 
 仕　様 

超音波流量計本体 

電流出力1点 

電流出力2点 

100 ～ 230VAC 

24VDC 

入力チャネル1点（1測線） 

入力チャネル2点  
（2測線または1測線×2） 

入力チャネル4点  
（4測線または2測線×2） 

JIS G1/2 めねじ 

出力拡張機能（接点出力4点，接点
入力2点付加）  
・パルス出力機能  
・アラーム出力機能  
・多重レンジ切換機能  
  （最大４レンジ）  
・正逆流量検出機能  
・0%シグナルロック機能  
・積算値リセット機能 

水防グランド 

ユニオン付き水防グランド 

JIS G3/4 めねじ付き水防グランド 

エアパージ接続口 

防浸形ハウジング  
　IP67（EN60529）相当  

日本語銘板 

タグナンバ（銘板シール内，最大16
文字まで指定可） 

タグナンバ（ステンレススチールタグ
プレート，最大16文字まで指定可） 

パイプ取付用金具 

形　名 仕様コード 

US350FM

出力 

電源 

入力チャネル 

配線口 

付加仕様 

-A1 

-A2

1 

4

-1

-2

-4

-0

/ECG 

/ECU 

/ECW 

/APC

/STX

/HWP

/NPJ

/BGT

/SCT

/PMT

 仕　様 

トランスデューサ 

一般口径用（50～3400mm） 

超大口径用（100～6500mm） 

常温用  
　防浸形-40～+130℃  
　水中形-40～+100℃ 

常にNN 

常にTS 

防浸形 ケーブル長：001～300m 

水中形 ケーブル長延長：000～038m 

水中形 ケーブル長：039～300m 

水中形 保護等級IP68 

カップラント耐候用（接着式）付き 
（-40～+180℃用） 

ステンレスタグプレート  
（最大16文字まで指定可） 

形　名 仕様コード 

US450FT

口径 

流体温度 

ケーブル長 

付加仕様 

-M

-N

NN

TS

-A□□□ 

-D□□□ 

-E□□□ 

-K

/P68

/R

/TP

トランスデューサ取付用治具 
 仕　様 

トランスデューサ取付用治具 

一般口径トランスデューサ用レール 

超大口径トランスデューサ用レール 

常に-D 

常にS 

固定用金属バンドなし 

固定用金属バンドつき 

バンドなし 

配管外径10～130mm用 

配管外径130～360mm用 

配管外径360～920mm用 

配管外径920～2000mm用 

配管外径2000～4500mm用 

配管外径4500～9400mm用 

水中形　保護等級IP68

形　名 仕様コード 

US450FH

口径 

固定用金属バンド 

固定用金属バンド 
長さ 

付加仕様 

-M

-D

S

-N

-S

NNN

013

036

092

200

450

940

-K

/P68

（注）標準仕様，形名および仕様コードの詳細は一般仕様書 
        GS 01G05G02-01をご覧ください。 

●本製品を正しく安全にご使用いただくため，「取扱説明書」をよくお読みください。 

●本製品を，人身に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用する可能性が
ある場合には，当社営業窓口に御相談ください。 

ご注意 


