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US300PM
ポータブル形超音波流量計

GS 01G05B02-01

■ 概　要
US300PMは充満配管内の流量を測定するポータブル
形の超音波流量計です。
保守・点検作業の用途のみでなく，研究室での実験
や製造ラインでのモニター等にも使用できます。
測定原理は流体を伝わる音の伝播時間を利用しま
す。音が配管中の流体を伝わるときの流れと同じ方向
および逆方向への伝播時間に差が生じることを利用し
て流速を求めます（伝播時間差方式）。
測定するに当たって配管の切断は不要です。配管の
外側にトランスデューサ（検出器）を取りつけるクラン
プオン方式により，設置が簡単です。また，流体の圧
力や導電率に無関係に測定可能です。

■ 特　長
・容易な設置・調整（ゼロ点調整不要）
トランスデューサは出荷時に個々に調整してあり，取
付時の調整が簡単。また，信号処理上の工夫により，
通常必要とされる流量ゼロ調整も不要。
・高精度の流量演算
独自の信号処理により，高精度の流量演算を実現。測
定精度が従来の「フルスケールの1％」から「読値の1％」
に向上。
・安定した流量測定（耐気泡性）
超音波信号のノイズ除去技術により，従来超音波流量
計が弱いとされていた耐気泡性を向上。
・流量入力 標準2チャネル
流量入力は標準で2チャネル装備。同一配管からの2入
力の平均（2測線演算），異なる2つの配管での2系統独
立演算，またはそれらの和・差を取ることが可能。
・電流出力 最大2点
電流出力は最大2点。流量の他に音速や（超音波の）信
号振幅を，また，流量入力2チャネル使用時の測定結
果，演算結果を自由に出力可能。
・広範囲な流体温度
トランスデューサの流体温度範囲は常温用（－30～＋
130 ℃）または高温用（－30～＋200 ℃）が選択可能。
・測定値保存（データロギング）機能
標準で約27,000点，オプションで約100,000点の測定値
の保存が可能。保存したデータはRS232通信機能を利
用し，オンラインまたはオフラインで読出し可能。
・配管厚さ測定機能
オプションの厚さ測定プローブを追加することによ
り，配管厚さを測定可能。
・長時間のバッテリ駆動
完全充電で最大約10時間連続測定可能。この他，電源
アダプタによるAC電源駆動も可能。

■ 標準仕様
●全般
測定流体：
液体（濁度＜10,000mg／L，音速範囲800～3,500 m／s，
温度範囲 －30～＋200 ℃）
測定量：
体積流量，質量流量（密度設定による），流速，液体
中の音速，配管厚さ（オプションの厚さ測定プロー
ブ使用時）
測定方式：
超音波による伝播時間差方式
適用配管口径（内径）：
25～6,500 mm（3種類のトランスデューサによる）
適用配管およびライニング材質（注）：
炭素鋼，ステンレス鋼，ねずみ鋳鉄，ダクタイル鋳
鉄，銅，ガラス，PVC，その他
（注）ダクタイル鋳鉄管の場合，または 配管内面に錆び

や付着物の存在が想定される場合には，配管サイ
ズが400 mm以下であっても，トランスデューサは
大口径用（仕様コードCGまたはCH）を選択してくだ
さい。配管の状態が不明な場合には，弊社営業に
ご相談ください。
また，チェック目的等で多種・複数の配管での測
定をお考えの場合は，中口径用（仕様コードBGまた
はBH）と大口径用（同CGまたはCH）の両トランス
デューサを購入されることを推奨いたします。

流速範囲：
±0.01 ～ ±25 m／s
流速分解能：
0.025 cm／s
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精度：
（弊社試験装置による）
  配管口径　　　　高流速　　　　　　　低流速 

 25 mm以上 
 50 mm未満 

50 mm以上 
300 mm未満 

300 mm以上 

 

1 m／s以上 
1.5％ of Rate（注1） 

1.5 m／s以上 
1.0％ of Rate（注1） 

0.8 m／s以上 
1.0％ of Rate（注1） 

1 m／s未満 
0.015 m／s（注1）（注2） 

1.5 m／s未満 
0.015 m／s（注1）（注2） 

0.8 m／s未満 
0.008 m／s（注1）（注2） 

T00.eps

（注1）電流出力の場合はフルスケールの±0.1％を加算。
（注2）体積流量誤差を流速に換算した値で，測定流量に

よらず一定。
測定周期：
100～1,000 Hz（1チャネル時）
必要直管長：
設置条件による。詳細はUS300PMの取扱説明書IM
01G05B02-01を参照。
・例（D：配管呼び口径）
（1）90°ベンド後に設置：上流側10D以上，下流側

5D以上
　（2）ポンプ後に設置：上流側50D以上
　（3）拡大管後に設置：上流側30D以上，下流側5D

以上

●流量計本体
ハウジング材質：
アルミニウム合金
塗装仕様：
粉体塗装（パウダーコーティング）
保護等級：
・IP54（EN60529）
流量または厚さ信号入力：
2点（標準）。チャネル名 A，B。トランスデューサ
（流量信号）または厚さ測定プローブをどちらのチャ
ネルにも任意に接続可能。
電流出力：
・なし，1点または2点
・出力レンジ 4 ～ 20 mA（負荷抵抗0～500 Ω）
（注）  電源オン時（測定開始前）およびパラメータの確認・

変更の際に，電流出力値が一時的に不定になる場合
があります。外部シーケンス等がある場合はご注意
ください。

周波数出力：
・なし（標準）または1点（オプション）
・出力レンジ 0 ～ 1 kHz
・トランジスタ接点（オープンコレクタ），24 V／ 4 mA
接点出力：
・なし（標準），1点または2点（オプション）
・トランジスタ接点（オープンコレクタ），24 V／ 4 mA
端子形状：
流量信号入力は専用コネクタ。各種出力はバナナク
リップ（＋，－）。
液晶表示器：
2行×16桁バックライト付き。バックライトはオ
ン・オフ可能。積算値と瞬時流量値などの2項目同
時表示可能。また，2チャネル入力時の2チャネル交
互表示可能。

LEDランプ：
SIGNALランプ：
　測定信号の良否をランプの色で表示。各チャネル
　ごとに計2個。緑／赤ランプ。
BATTERYランプ：
　バッテリ電圧低下（要充電）時に点滅，充電中に点
　灯。赤ランプ。
設定キー：
矢印形の4個のカーソルキーを含む計15個の操作
キー（数値操作，機能操作，または双方を兼用）によ
り，対話式にパラメータ設定可能。
流速・流量測定：
流速，体積流量，または質量流量を測定。
音速・信号振幅測定：
流速・流量測定と同時に，流体中の音速および超音
波の信号振幅をオンラインで測定。
積算演算：
体積流量または質量流量を積算。積算は各チャネル
ごとに10桁。正方向・逆方向各々独立。
ダンピング機能：
移動平均演算。時定数0 ～ 100秒。
音速測定（オフライン）：
未知の流体の音速を推定値をもとに測定可能。測定
した音速は流体パラメータとして転送・保存可能。
配管厚さ測定（オフライン）：
厚さ測定プローブ（オプション）を使用して配管厚さ
測定可能。設定パラメータへの転送機能付き。
2入力間演算：
2入力（チャネルA，B）の平均，和，または差を任意
に2つまで（チャネルY，Z）演算可能。その際，各入
力独立に絶対値を取ることも可能。
（注）トランスデューサは2組必要です。
パルス出力（接点出力指定時）：
オプションの接点出力（/PU1または/PU2）指定時に，
それらにパルス出力を割付けて利用。積算値を流量
表示単位の0.01～1000ごとにパルス出力設定可能。
パルス幅は100～1,000 msで指定（±20％）。
最大出力レート（パルス毎秒） 2pps（±20％）。
アラーム出力（接点出力指定時）：
オプションの接点出力（/PU1または/PU2）指定時に，
それらにアラーム出力を割付けて利用。上限値，下
限値，流速方向変化，流量限界値（バッチ量到達），
測定エラーより選択したものを接点出力可能。ま
た，各々のアラームに対し，発生時の接点出力の非
保持または保持および接点の方向（ノルマルオープ
ンまたはノルマルクローズ）を設定可能。
出力信号割付け：
電流出力または周波数出力に対し，流速，流量，音
速，信号振幅の値を，また，接点出力に対し，パル
スまたはアラームを，プログラマブルに割付け可能
（2入力時の2系統独立出力を含む）。
測定値保存（データロギング）機能：
各種測定データを約27,000点（標準）または約100,000
点（オプション）内部メモリに保存可能。保存レート
は1秒，10秒，1分，10分，30分，1時間，または1秒
から43200秒（12時間）の間の任意の秒数から指定。
データの読出しは通信機能（下記）を利用。
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通信機能：
パソコンまたは外部シリアルプリンタへのデータ出
力（流量測定中のオンライン出力または測定中断後
のオフライン出力）が可能。
通信項目：流量，積算値（正・逆），音速，信号振幅
通信データ形式：テキスト（区切文字など選択可）
通信方式：RS232
通信ポート：D-sub 9ピン，オスコネクタ

時間プログラム機能：
内蔵の時計機能を利用し，自動的に測定のスター
ト，ストップが可能。測定値保存（データロギング）
機能や通信機能のオンライン出力との併用が可能。

パラメータ保存機能：
配管・流体パラメータの保存可能（最大80件，ユー
ザー定義名称付き）。この他に，全測定条件の保存
も可能（最大14件）。

配管材質・流体種類データ登録：
配管材質，流体種類データの追加登録可能（合計で
約13件まで，ユーザー定義名称付き）。
また，メニューリストの編集（不要な材質・流体の
非表示設定）により利便性の向上可能。

電源：
電源方式：
内蔵の充電式バッテリ（6 V／4 Ah）または付属の
電源アダプタ（入力100～240V AC，バッテリ充電
器を兼ねる）による。
バッテリ動作時間（完全充電時）：
常温（20℃）にて最大約10時間連続測定

消費電力：15W未満
安全・EMC規格：
一般安全適合規格：EN61010-1:2010,

EN61010-2-030:2010
・設置上の高度：2000m以下
・過電圧カテゴリ：II
・汚染度：2
EMC適合規格：EN61326-1:2006

動作条件：
周囲温度：－10 ～ ＋60 ℃（注）

（注）電源アダプタ使用時：0 ～ ＋40℃
周囲湿度：0 ～ 95％RH（結露しないこと）
（注）周囲湿度80％以上での長時間の使用は推奨しません。

●トランスデューサ（検出器）
構成（注）：
1対の検出端およびトランスデューサケーブル（流量
計本体との接続用の着脱式コネクタ付き）から成る
（「1組」あたり）。トランスデューサケーブルの外装
はステンレスフレキシブルチューブ。
（注）この他，取付用金具類およびカップラント（音響結

合材）を通常含む（仕様コードにて種類および有無の
指定可能）。

材質：
検出端ケース：1.4571（SUS 316Ti相当）
検出端取付面：
　常温用：PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）
　高温用：ポリイミド

保護等級：
検出端（一般用）：IP65（EN60529）
検出端（耐水用）：IP67（EN60529）

適用配管口径（内径）：
中口径用：25～400 mm

大口径用：100～2,500 mm
超大口径用：2,000～6,500 mm（注）

（注） 6,500 mmは外径
流体温度範囲：常温用：－30～＋130 ℃

高温用：－30～＋200 ℃
（注）  使用するカップラントの温度仕様にもご注意ください。
取付用金具：
取付用保持クリップ：
トランスデューサ上面の溝に挿入するクリップ。
このクリップに固定用チェーンを引っ掛けて全体
を配管に固定する。
取付用フレーム標準タイプ：
トランスデューサの検出端を納める箱型の金具2
個と1本のルーラーからなり，トランスデューサ
の取付間隔の調整が容易。箱型の金具に固定用
チェーンを引っ掛けて全体を配管に固定する。
取付用フレームマグネットタイプ：
上記の標準タイプにおいて，配管に固定するため
のマグネットが付いており，これで取付可能な配
管材質の場合はチェーンが不要。磁力増強が必要
な場合，マグネットピースを後から何段でも積み
増し可能。

●オプション接続ケーブル
トランスデューサケーブルの長さが不十分な場合に使
用。長さ5 m，10 m，20 mから選択。

●厚さ測定プローブ
流量計本体の仕様コードまたは単体の形名コード（後
述）にて指定可能。
流体温度
常温用：－20 ～ ＋60 ℃
高温用：0 ～ ＋200 ℃
性能：
測定範囲：1.0 ～ 200 mm（ただし材質による）
分解能： 0.01 mm

●アクセサリ類
流量計本体付属品：
収納トランク(キャリングケース)，巻尺，バッテリ
セット（本体組込）が流量計本体（US300PM）に標準で
付属。
取付金具等：
トランスデューサの仕様コードまたは単体の形名
コード（後述）にて指定可能。
電源アダプタ・電源ケーブル：
流量計本体（US300PM）専用。他装置への使用不可。

●データ転送用ソフトウェア
概要：
RS232通信機能を利用し，流量計本体に保存済みの
測定データ（単数または複数のデータセット）および
その設定パラメータのパソコンへの転送・表示等が
可能。流量計本体を測定中断状態（電流出力はゼロ）
にして通信を行います。
機能：
設定パラメータ表示機能：
測定時の設定パラメータ一覧を表示。
表形式表示機能：
測定データを表形式にて表示。
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グラフ形式表示機能：
測定データをグラフ形式にて表示。データごとに
マーカー種類および色の選択可能。時間軸および
データ軸のスケールの変更可能（デフォルトでは
自動設定）。グラフ印刷機能あり。

統計処理機能：
測定データの統計処理（総点数，最小値，最大
値，平均値，標準偏差の表示）が可能。その際，
処理するデータ範囲の指定も可能。

ファイル出力機能：
設定パラメータおよび測定データをテキストファ
イルに出力可能。出力テキストの内容・形式のオ
プション指定あり。

表示言語：英語
コメント記述機能：
パソコン上に転送した測定データに対し，各々の
データセットごとにコメントを記述して保存が可
能。メイン画面にてコメントの表示可能。

動作環境：
パソコン：
Microsoft® Windows®対応，RS232ポート1点以上

オペレーティングシステム：
Microsoft® Windows® 98, ME, NT, 2000, XP

付属品：
RS232ケーブル，RS232ピン変換アダプタ9/25

＊ Microsoft®，Windows®は米国Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における登録商標です。

■ 形名および仕様コード
ポータブル形超音波流量計本体

US300PM

形名 仕様コード 仕様 

出力 

電源アダプタ・
電源ケーブル 

付加仕様 

ポータブル形超音波流量計本体 

電流出力なし 

電流出力1点 

電流出力2点 

日本仕様 

北米仕様 

欧州仕様 

常に2

常にN

接点出力1点（パルスまたは 
アラーム，オープンコレクタ） 

-A1

-A2

1

2

3

-2

-N

/PU1 
（注1） 

接点出力2点（パルスまたは
アラーム，オープンコレクタ） 

/PU2 
（注1） 

周波数出力1点（0～1 kHz，
オープンコレクタ） /FQ1

拡張データロガーメモリ 
（100,000データ） /DLX

タグナンバ（銘板シール内，
最大16文字まで指定可） /BGT

厚さ測定プローブ常温用 
（－20 ～ ＋60 ℃） /WTG

厚さ測定プローブ高温用 
（0 ～ ＋200 ℃） /WTH

-A0

T01.EPS

（注1）/PU1と/PU2は同時指定不可です。

ポータブル形用トランスデューサ（検出器）（注2）

US300PT

形名 仕様コード 仕様 

用途 

口径／流体温度 
（注3） 

取付用金具（注4） 

固定用チェーン 
（注4）　 

カップラント 
（音響結合剤） 

付加仕様 

ポータブル形用トランス
デューサ 

一般用(IP65 / EN60529) 

耐水用(IP67 / EN60529)

中口径／高温用 
（ケーブル長3 m） 

中口径／常温用 
（ケーブル長3 m） 

大口径／常温用 
（ケーブル長4.4 m） 

なし 

なし 

常温用（－30～＋130 ℃） 

高温用（－30～＋200 ℃） 

なし 

大口径／高温用 
（ケーブル長4.4 m） 

-G

-W

BG

BH

-S

-M

超大口径／常温用 
（ケーブル長12 m） 

口径  25 ～ 1,200 mm用 
  固定用チェーン（2 m長） 
  2本×2

ステンレスタグプレート 
（最大16文字まで指定可） 

取付用フレーム標準タイプ 
（金具2個，320 mmルーラー付） 

取付用フレームマグネット
タイプ常温用 
（－30 ～ ＋100 ℃，金具2
個，320 mmルーラー付） 

/TTP

CG

CH

DG

-C 取付用保持クリップ（2個） 

-N

B

口径  1,200 ～ 3,000 mm用 
  固定用チェーン（2 m長）  
  5本×2

C

口径  3,000 ～ 6,500 mm用 
  固定用チェーン（2 m長）  
  11本×2

D

N

N

G

H

T04.EPS

（注2）入力チャネル2点（2測線演算，2系統独立演算，2入
力間演算）で使う場合は2組必要です。

（注3）仕様コードの記号により，下記のような口径およ
び流体温度範囲となります。
B：中口径用（25～400 mm用）
C：大口径用（100～2,500 mm用）
D：超大口径用（2,000～6,500 mm用）
G：常温用（－30～＋130℃）
H：高温用（－30～＋200℃）

（注4）取付用金具に-Cまたは-Sを選択した場合は，固定用
チェーンB，C，またはDを必ず選択してくださ
い。-Mの場合は固定用チェーンの選択は任意で
す。-N（なし）の場合，固定用チェーンもN（なし）と
なります。
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ポータブル形用オプション接続ケーブル

US300PC

形名 仕様コード 仕様 

-A005 
-A010 
-A020

ポータブル形用オプション
接続ケーブル 

ケーブル長 5 [m] 
ケーブル長 10 [m] 
ケーブル長 20 [m]

T02.EPS

ケーブル長 

データ転送用ソフトウェア

  常に0000

US300SA

形名 仕様コード 仕様 

言語  英語版 

データ転送用ソフトウェア
（Windows®版） 
（RS 232ケーブル，RS232ピ
ン変換アダプタ 9/25付属） 

-1

T11.EPS

アクセサリ（流量計本体用）

形　名 仕　　様 

USPA301

USPA302

USPA321

USPA322

USPA323

USPA331

USPA341

USPA311

厚さ測定プローブ常温用（－20～＋60 ℃） 

厚さ測定プローブ高温用（0～＋200 ℃） 

電源ケーブル（日本仕様） 

電源ケーブル（北米仕様） 

電源ケーブル（欧州仕様） 

バッテリセット（注5） 

収納トランク（キャリングケース）（注5） 

電源アダプタ 

T05.EPS

（注5）流量計本体（US300PM）に標準で付属します。

アクセサリ（トランスデューサ用）

T06.eps

形　名　　　                     仕　　様 

USPA001　固定用ストラップ（10 m） 

USPA002　固定用ストラップ（20 m） 

USPA011　固定用クリップ（中サイズ，40～100 mm用，2個1組） 

USPA012　固定用クリップ（大サイズ，100～6,500 mm用，2個1組） 

USPA021　固定用バンド（25～50 mm用，大小各2個） 

USPA032　固定用チェーン（25～600 mm用） 

　　　　　（2 m長，外径600 mm相当，2本1組） 

USPA033　固定用チェーン修理セット 

USPA034　取付用保持クリップ 

　　　　　（固定用チェーンと組合せて使用，2個1組） 

USPA036　固定用チェーン（25～150mm用） 

　　　　　（0.5m長，外径150mm相当，2本1組） 

USPA037　固定用チェーン（25～300mm用） 

　　　　　（1m長，外径300mm相当，2本1組） 

USPA053　取付用フレーム短小タイプ（中口径用，－30 

　　　　　 ～＋200 ℃用，金具2個および120 mmルーラー） 

USPA054　取付用フレーム標準タイプ（中口径用，－30 

　　　　　 ～＋200 ℃用，金具2個および320 mmルーラー） 

USPA055　取付用フレームマグネットタイプ常温用 

　　　　　（中口径用，－30～＋100 ℃用， 

　　　　　 金具2個および320 mmルーラー） 

USPA057　取付用フレーム標準タイプ（大口径・超大口径用， 

　　　　　 －30～＋200 ℃用，金具2個および320 mmルーラー） 

USPA058　取付用フレームマグネットタイプ常温用 

　　　　　 （大口径・超大口径用，－30～＋100 ℃用， 

　　　　　　 金具2個および320 mmルーラー） 

USPA073　取付用フレーム増設マグネット常温用 

            (中口径用，－30～＋100 ℃用，2個 1組） 

USPA075　取付用フレーム増設マグネット常温用（大口 

　　　　　  径・超大口径用，－30～＋100 ℃用，2個1組） 

USPA081　取付フレーム用ルーラー（目盛り120 mm長） 

USPA082　取付フレーム用ルーラー（目盛り320 mm長） 

USPA091　カップラント常温用（100 g，－30～＋130 ℃用） 

USPA092　カップラント高温用（100 g，－30～＋200 ℃用） 

 

アクセサリ（その他）

形　名　　　                     仕　　様 

USPA401　  RS232ケーブル（注6） 

USPA402　  RS232ピン変換アダプタ9/25（注6） 

USPA411　  巻尺（3 m長）（注7） 
T06-1.eps

（注6）データ転送用ソフトウェアに標準で付属します。
（注7）流量計本体（US300PM）に標準で付属します。

2015.10.30-00
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　トランスデューサ（検出器）

　　US300PT-□C□

　　US300PT-□D□

　トランスデューサ（検出器）

　　US300PT-□B□

　ポータブル形超音波流量計本体
　US300PM

　オプション接続ケーブル

　　US300PC-A□□□

X Y

43

22
18

F02.EPS

ø15

トランスデューサ 
ケーブル 検出端 

X

60

Y

34
30

F03.EPS

ø15

トランスデューサ 
ケーブル 

検出端 

トランスデューサ 

US300PT-□B□（中口径用） 

US300PT-□C□（大口径用） 

US300PT-□D□（超大口径用） 

X （m） Y（m） X＋Y （m） 

2.0 1.0

2.4

7.0

  3.0

  4.4

12.0

2.0

5.0
T08.EPS

質 量(kg)

0.6

1.2

2.2

L

F04.EPS

■ 外形図 単位：mm

オプション接続ケーブル 

US300PC-A005
L（m） 

5.0

10.0

T09.EPS

US300PC-A010

US300PC-A020 20.0

質量（kg） 

0.4

0.6

1.6

質量：3.9 kg

11
5

276

31
526

8

F01.EPS

258
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　厚さ測定プローブ常温用（－20～＋60℃）

　　USPA301または/WTG

　厚さ測定プローブ高温用（0～＋200℃）

　　USPA302または/WTH

F05.EPS

48L

ø15

F06.EPS

L

ø15

42.5

ø
11

ø
38

ご注文時指定事項
1. 形名，仕様コード（付加仕様を含む）
（1）通常は流量計本体US300PMおよびトランスデュー

サUS300PT（1チャネルで使用時は1組，2チャネル
で使用時は2組）を必ずご指定ください。トランス
デューサは後日追加注文も可能です。

（2）流量計本体には標準では電流出力，パルス出力，
アラーム出力の機能が含まれませんので，必要な
場合は対応する仕様コード（電流出力：-A01また
は-A02，パルスまたはアラーム出力：/PU1また
は/PU2）を必ずご指定ください。

（3）厚さ測定プローブは必要に応じて流量計本体
US300PMのオプションコード（/WTG，/WTH）に
てご指定ください。形名USPA301，USPA302にて
後日追加注文も可能です。

（4）オプション接続ケーブルは必要に応じてご注文く
ださい。

（5）アクセサリ類は必要に応じて適宜ご注文くださ
い。例えば配管への固定はチェーンではなく固定
用ストラップを使用する方法もあります。詳細は
ご相談ください。

2. タグナンバ（必要な場合）
下記の各々に対して最大16文字まで指定可能です。
（1）US300PM本体の銘板シール内（オプション/BGTを

一緒にご指定ください）
（2）トランスデューサタグプレート（オプション/TTP

を一緒にご指定ください）

厚さ測定プローブ 

USPA302 または /WTH

USPA301 または /WTG

L（m） 

1.5

1.5
T10.EPS

質量（kg） 

0.17

0.24
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