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再現を前提とするような器差試験は困難で、水路

「見えるコンプライアンス」をお届けします。

が大きくなるほど器差試験は不可能です。

タフフローJISFIT シリーズは、｢JIS B 7557 排

このような理由から、特定形状の試験水路で器

水流量計－取引又は証明用」に適合する、取引用

差試験により型式性能を判定して出荷検査のベー

流量計として改良された開水路流量計で、JIS B

スとし、試験水路と異なる現場では、協議により

7553、JIS B 8302 にも対応しています。

現場較正試験で補正することが合理的です。
(4) 取引要件

シリーズは、せき・フリューム式流量計(JISFIT)

JIS が求める取引要件としては、最大許容器差

と、面速式流量計(JISFIT_MS)、各々のポータブ

等級の明示のほかに、封印機能と電子装置付き流

ルタイプ、併せて 4 機種で構成されます。

量計の性能試験が推奨されています。
封印機能は、これまでに不正な取引が見られた

(1) 最大許容器差
JIS 記載の最大許容器差(等級)とは、標準流量

ことが契機になって厳密に要求されています。

計と被試験流量計との積算流量の差分(比率)に、
トレーサブルな標準流量計自体の器差(比率)を足

(5) 見えるコンプライアンス

したものです。

JIS B 7557 が求める、
・ 最大許容器差等級による計測精度の明示

取引に必要な積算流量ベースなので、従来から
の F.S. (フルスケール)精度や指示流量比較精度

・ 封印機能

では、器差(等級)判定はできません。

・ 電子装置の保護機能
に応えて、
「見えるコンプライアンス」として

指示流量を積算流量に、F.S.精度を R.S. (読み
値)精度に直して、逆説的ですが定格(精度を担保

・ 各種試験

する流量計測範囲)が定まります。

・ JIS 適合確認調査
・ 各種立会検査
を、適宜提供することによって、JIS に適合する

(2) 現場施設であるせき・フリューム式流量計

開水路流量計をお届け致します。

せきやフリュームは一般的に現場施設なので、
器差試験は現実的ではなく、施設が大きくなるほ
ど器差試験は不可能になります。
このような理由で、せきやフリューム自体の出
来形試験と流量計の水位検出・積算流量出力精度
試験とは別に行い、併せて現場設置状況をチェッ
クして総合的に流量精度を判定します。
(3) 既存の水路形状に合わせる面速式流量計
既存の水路をそのまま利用する面速式流量計は、
水路条件を綿密に調べなければ、精度を判定する
ことはできません。既存水路の形状と水理条件の
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JIS への適合

1.1 各種試験
(1) 型式性能試験

PB・卵形フリューム式流量計では、フリュ
ームの出来形試験と、バーニア付きポイント
ゲージによる精密検出水位から計算される被

型式性能試験設備(テストラボ 南あわじ市)

試験流量と標準流量との器差試験を行います。
パーシャルフリューム・各種せき式流量計
は、JIS 記載内容に沿うだけで、型式性能試
験は行いません。フリューム・各種せきの出
来形試験と、流量計本体の水位検出・積算流
量出力精度試験は、出荷試験段階および現場
設置段階で行います。

(2) 出荷試験
型式性能試験成績書

PB・卵形フリューム式流量計では、出来形
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試験と、Q1、Q2、Q3 又は Q2-－Q3 間の、3 点
で水位検出・積算流量精度試験を 2 回以上行
い平均値で判定します。
各種せき・パーシャルフリューム式流量計
ではQ1 付近およびQ1－-Q3 間の併せて 3 点の
流量に相当する検出水位で出荷試験をします。

社内出荷試験設

出荷試験

2
出荷試験成績書
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(3) 出来形試験

せき・フリュームの形状寸法が許容範囲に
あるかどうかを、専用の検査治具を使って判
定します。
流量計測精度に影響する部分の寸法は、最
大許容器差等級を満足させるために、粗級公
差を基準としています。

出来形試験成績書(PB フリューム式)

出来形(寸法)試験

出来形試験成績書(卵形フリューム式)

(4) 現場較正試験

面速式流量計の出荷精度だけでは、現場に
おける流量計測精度が保持できないと認めら
れる大規模水路などで実施する、較正係数を
決めるための、流速分布調査です。
弊社では、河川砂防技術基準またはトレー
ス法によって流速分布を計測し、
平均流速(実
測流量)を計算しています。

現場校正試験成績書(面速式)
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(5) 現場立会検査
出荷精度ではなく現場使用精度を取引要
件とするばあい、給水車と標準流量計を現場
に持ち込んで校正済み被試験流量計との器差
試験を行います。
検査は、Q2-Q3 間の代表的な流量 1 点で必
要回数行い、
流量積算出力精度を判定します。

検査風景

現場立会検査票

(6) 検定施設立会検査
弊社検定施設で行う任意の立会試験です。
校正済み被試験流量計と検定施設の標準
流量計との器差試験で、事前に取り決めた流
量 1 点で、流量積算出力精度を必要回数、
検査します。
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1.2 JIS 適合確認調査

開水路流量計は、現場の流況や設置状況に
よっては計測精度が低下するため、設置前に
は、水路形状と計測点の上下流条件、設置後
には、せき・フリューム、センサやマウント
の設置精度などを調査して、JIS に適合して
いるかどうかを判定する必要があります。
調査会社として発足した弊社は、JIS 適合
JIS 適合確認仕様書

を見える形にするために、型式ごとに標準化
されたチェックリストを使用して確認判定を
しています。
この調査は既存施設の更新にも有効で、取
引または証明用流量計としての性能を判定す
ることができます。
(1) ＰＢ・卵形フリューム式

JISB7557 記載の設置条件や、フリュームの設

PB フリューム式

置精度などの精度確保要件をチェックします。
出来形試験は出荷試験として別に行います。
(2) パーシャルフリューム式・各種せき式

JISB8302およびJISB7553記載内容に沿って、
出来形試験を含めてチェックします。
パーシャルフリューム式では、インチサイズ
についてもJIS 記載内容に沿って対応します。
卵形フリューム式

各種せき式の汚水計測などで、整流板を用いる
ことができないばあいは、水路幅の10 倍以上の
上流直線距離が確保できていることを判定します。
(3) 面速式

JISB7557 D.3 P.32 に、留意点として、十分
な直線区間と等流、流速分布に偏りがない、堆
積物の影響がない、計測点の保守が可能である

パーシャルフリューム式

ことという記載があります。
定型水路の形状と測点からの上下流直線長さ、
下流障害や潮位による遡流や滞留、上流からの
特異流入による流量の急激な変化や流速分布の
乱れなどをチェックします。
各種せき式
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1.3 封印機能

封印は、設定・計測データの改竄を防
止するために必要な機能で、取引の公正さ
を担保するために欠かせないものです。
(1) JISFIT（せき・フリューム式）


データモードと設定モードの分離



設定モードへのパスワード入室



設定モード内作業履歴が記録されます



固定箇所のシール封印：センサマウント、

封印イメージ（JISB7557）

コネクタ固定位置ほかを物理封印
(2) JISFIT_MS（面速式)


データモードと設定モードが分離され
ていないので、出力以外の部分はメー
カーでしか触れません



データロガはバックアップ用として内
蔵しており、異常時等にはメーカーに
パスワード画面

より確認されます


センサマウントやコネクタ、本体の筐体
は物理的封印対象です(シール封印)

(3) ポータブルタイプ


封印に代えて、第三者による随時立会確
認が可能な機能を明示しています



設定データの履歴を確認できます



2 点式模擬水位に拠る、実水位随時立
会確認(超音波式)が可能です



模擬流速入力による、実流速立会確認
が可能です



計測データの随時確認が可能です



冠水・汚損等の実情確認(立会・写真
データの共有ほか) が可能です
2 点式疑似水深に拠る、実水位立ち合い確認
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1.4 電子装置付き流量計の性能試験
弊社流量計は電子装置を有するため、 (1) JISFIT（せき・フリューム式）
型式性能試験として、電子装置作動に影響
がある外的要因を試験しています。
(1) JISFIT（せき・フリューム式）


影響量の
性質

対応

A.2 乾燥加熱（非結露）

影響因子

✓

A.3 冷却

影響因子

✓

A.4 高温高湿サイクル（結露）

影響因子

✓

影響因子

✓

影響因子

―

試験

JISB7557 附属書 A の内容に沿って検

A.5 交流電源又は AC/DC 変換電源の

査しています

流量計の電源電圧変動



ポータブルタイプ JISFIT_P も同様

A.6 直流電源の流量計の電源電圧変動



試験結果は右図参照

A.7 交流電圧低下及び瞬時停電

妨害

✓

A.8 バーストイミュニティ

妨害

✓

A.9 静電気放電イミュニティ

妨害

✓

ISO 規格の内容で、検査機関により検査

A.10 放射無線周波電磁界イミュニティ

妨害

✓

を受けています

A.11 サージイミュニティ

妨害

✓



ポータブルタイプ MS_P も同様

A.12 電池供給の中断

妨害

―



試験内容は右表参照

(2) JISFIT_MS（面速式)


(2) JISFIT_MS（面速式)
JISB7557
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2. タフフローJISFIT

水位検出・流量演算タイプの、せき・
フリューム式流量計です。
弊社取引用流量計として実績のある、
「コンプライアンス流量計 TF-Comp」をベ
ースに、2 年に渡る開発と、各種試験と
JIS 適合調査を組み合わせる方法で、JIS
B 7557 に適合する仕様を実現しました。

2.1 特徴
(1) JIS 掲載のフリュームと各種せきに適合

PB フリューム、卵形フリューム、パー
シャルフリューム、各種せき(三角・四
角・全幅)に適合。フリューム・せきの型
式を選定し、各種せきについては JIS 掲載
式に対応するパラメータを入力する方法

JISFIT 設置外観

で、JIS に完全に準拠した水位・流量演算
を実現しています。
(2) 水位トランスミッタは超音波式か差圧式の2 種類

超音波式はと差圧式から選択できます
(3) JIS 記載の精度管理に対応

PB フリュームと卵形フリュームについ
ては JIS B 7557、パーシャルフリューム
については JIS B 7553、各種せきについ
ては JIS B 8302 に記載の精度管理に対応
しています
(4) 封印機能で不正行為を予防します

設定モードと計測モードは分離され、設定
モードに入るためにはパスワードが必要で、
設定モード内作業は履歴が保存されます
(5) 電子装置付き流量計の性能試験済みです

型式として、B7557 P.13 附属書 A にある、
試験項目の試験を完了しています
8
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2.2 適合するフリュームおよび各種せき
(1) PB フリューム:JIS B 7557 対応

タフフリュームの名称で PB150～350 を
製品化しています。必要に応じて現場器差
試験により、現場最大許容器差等級 3 であ
ることを、立会で確認できます
φ400 以上のサイズも製作は可能で実績
もありますが、現在は経済性を理由に面速

PB フリューム

式流量計を推奨しています
(2) 卵形フリューム: JIS B 7557 対応

EG150H（桝用：主に排水設備からの不
明水定量用）と、EG200-250M（人孔用：主
に 2-5ha 規模区域からの不明水定量用）を
製品化しています
(3) パーシャルフリューム:JIS B 7553 対応

卵形フリューム（桝用）

JIS 適合確認書(出来形試験成績書を含む)
と、出荷試験成績書(Q1、Q3、Q1-Q3 間 3 点試
験、Q2 はありません)を含めて納品します
(4) 各種せき:JIS B 8302 対応

JIS 適合確認書(出来形試験を含む)と出荷
試験成績書(Q1、Q3、Q1-Q3 間 3 点試験、Q2
卵形フリューム（マンホール用）

はありません)を含めて納品します

パーシャルフリューム

各種せき
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2.3 流量計本体仕様
タフフローJISFIT(せき・フリューム式)
表示

16 桁×2 行 LCD 巡回表示
日時、水位、瞬時・積算・累積流量、累積雨量

設定

4 キー操作による入力設定

入力

水位 1CH：超音波式または差圧式トランスミッタ
雨量 1CH：0.1･0.5･1.0mm から選択
無電圧接点入力、接点容量 10ｍA 以上

演算
出力

JIS 記載形式選定、パラメータ入力による
積算流量・水位警報用接点：2CH
フォトモスリレー

AC200V 0.1A

瞬時流量用アナログ：1CH
記録

4-20mA 750Ω以下

SDカードへ記録(CSV形式、1ファイル/日)
記録間隔：1・2・5・10・15・30・60分から選択

封印

設定モードへのパスワード入室、20年分のデータバック
アップ、点検履歴の自動記録

性能

型式として、電子装置付き流量計の性能試験済み

電源

AC100V～200V 消費電力 25W(AC100V-0.25A)以下

2.4 水位トランスミッタ仕様
超音波式水位トランスミッタ
方式

単眼式の時間検出・距離変換方式

計測

計測範囲：0-1800mm(不感域：センサ面から 100mm)
計測精度：±1mm(0～400mm)、±2mm(400mm 超)
温度補正：内部センサによる

入力

12-30Ｖ

保護

PVC 製本体・送受信部 保護等級：IP68

ケーブル

6 芯シールド

差圧式水位トランスミッタ
方式

ゲージ圧検出器・水位変換方式

計測

計測範囲：0～1m、3m、5m、10m、20m、30m、50m

外観写真と外形寸法

計測制度：F.S.±0.1％
温度補正：内部センサによる
入力

DC17-28Ｖ

保護

SUS316L（本体・ダイヤフラム）保護等級：IP68

ケーブル

2 芯シールド（大気開放チューブあり）
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3.

タフフローJISFIT_MS

予め設定した水路形状と検出水位から流
積、検出流速から平均流速、これらを乗算
して流量に計算する、面速式流量計です。
長年実績のある、面速式流量計MSⅡシリー
ズのプレミアム流量計をベースに、JIS 適合確
JISFIT_MS
設置状況

認、各種試験、JIS 適合調査を組み合わせる方
法で、JIS B 7557 対応仕様を実現しました。
3.1 特徴
(1) 多くの精度確認実績があります

JIS 適合試験以前に、精度確認試験は何度も行
っており、設置条件さえ整っていれば精度が確保
されることが判っています。
【技術レビュー参照】
(2) 国際規格の精度確認実績があります

型式性能検査として、矩形循環水路でISO規格
に準ずる英国環境庁規格（MCERTS）の等級試験を
受けており、許容器差等級5に相当することが確
認されています
(3) 見えるコンプライアンス

器差試験ベースの型式性能試験と出荷試験、現
場較正試験や現場立会検査等の「見えるコンプラ

技術レレビュー

イアンス」を通して、取引用流量計に必要な精度
や機能を実用レベルで実現します
(4) JIS に適合できない計測も応援します

現場の制約からJIS に適合しないケースでも、
見えるコンプライアンスを前提に、必要とされる
取引を応援します
(5) 完全封印機能で不正行為を予防します

設定・記録データ確認用のソフトは、メーカー
専用として保護され、ユーザーがアクセスするこ

MCERTS 資料

とはできません
(6) 電子装置付き流量計の性能試験済みです

JIS に記載内容同等以上のEMC試験を完了して
います
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3.2 流量計本体仕様
タフフローJISFIT_MS(面速式)
表示

16 桁×2 行 LCD 巡回表示
日時、水位、瞬時・積算・累積流量

設定

4 キー操作による入力設定

入力

水位 1CH：超音波式または差圧式トランスミッタ

流速センサ 1CH
無電圧接点入力、接点容量 10ｍA 以上
演算

JIS 記載形式選定、パラメータ入力による

出力

アナログ出力：4-20mA×3ch
(水位、流速、瞬時流量など)
デジタル出力：2ch（水位警報、積算流量）

記録

本体メモリへ記録(CSV 形式、1 ファイル/日)
記録間隔：2.5 秒から 60 分を選択

封印

メーカー管理のソフトウェアによる設定

性能

型式として、電子装置付き流量計の性能試験済み

電源

DC 24V
※DC12V ソーラー型電源対応の省電力設計
※DC12V 7.2Ah のバッテリーで1 ヶ月以上の続計測が
可能なモードあり

3.3 流速トランスミッタ仕様
水位トランスミッタの仕様は 2.4 を参照
超音波式平均流速トランスミッタ
方式

二眼式超音波ドプラ方式

計測

双方向 ±0.01～5m/s
計測精度：±5％FS～

保護

ハウジング材質：μPVC
保護等級：IP68

ケーブル

外観写真と外形寸法

6 芯シールド
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４.ポータブル流量計(JIS_P、MS_P)

JIS 適合タイプのポータブル流量計は、公
的な計測精度が求められたり、既設流量計の
第 3 者精度確認が必要とされたりするケース
への対応を想定して開発・改良されました。
ただしポータブルタイプは、仮設を前提
とするため、ハードウェアだけでは JIS に適
合させることができません。
せき式

実質、封印は不可能で、センサの位置変更
や、設定変更、計測データの恣意的変更など
の可能性からも免れ得ないため、JIS への適
合は、
「見えるコンプライアンス」を前提にし
た取引関係者間の合意が必要です。

フリューム式

4.1 ポータブルの「見えるコンプライアンス」
(1) 各種試験と立会検査

納品時の器差相当試験のほかに随時、年次
点検、各種試験、現場立会検査を承り、試験
成績書を発行、または更新します

面速式

(2) JIS 適合調査

JISFIT-P JISFIT-MSP

必要があれば、弊社独自のリストを使用し
た、JIS 適合状況チェックを承ります
(3) 独自の現場較正試験と随時立会検査

独自の検査治具で、2 点+オフセット較正を
し、随時、立会検査を承ります

13
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4.2 流量計本体仕様
JISFIT ポータブル(せき・フリューム式)
設定

パソコンと RS232C ケーブルで接続し、各種条件を設定

入力

水位 1CH：超音波式水位センサ アナログ 4-20ｍA

演算

測定した水位を流量演算し、積算流量、累積流量を算
出

記録

SD カード、SDHC カード (32GB まで）
1 分間隔の水位、積算流量、累積流量を保存
バッテリー交換後 58,000 分(1,440 分 x40 日+400 分)
を保存
SD カード無しで最大 10 分間のデータ保持が可能

保護

過放電保護（バッテリー電圧 10.5V±0.3V 検出時）
防水 IP67 相当

封印

設定モードへのパスワード入室、20 年分のデータバッ
クアップ、点検履歴の自動記録

電源

12V 9Ah リチウムイオンバッテリー(BMS 搭載)

JISFIT_MS ポータブル(面速式)
表示

16 桁×2 行 LCD 巡回表示
日時、水位、瞬時・積算・累積流量、累積雨量

設定

外観写真と外形寸法

パソコンと RS232C ケーブルで接続し、各種条件を設定
ボーレート自動検出

入力

流速 1CH：超音波センサによるドップラ式流速測定
水位 1CH：半導体圧力センサによるゲージ圧（差圧）測
定

演算

設定した水路形状と計測水位から流積を演算し、平均
流速を乗算することで、積算流量、累積流量を算出

記録

記録データを日報形式に変換
(CSV 形式、約250,000 計測 2 分間隔で6 カ月以上)
記録間隔：2.5・5・10・15・20・30 秒・1・2・3・5・6・
10・12・15・20・30・60 分から選択

封印

メーカー管理のソフトウェアによる設定

電源

主電源 ： DC12V バッテリー停電補償または低パワー
動作用(消費電力2AH/月)
補助電源 ： DC24V (18～30V)
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4.3 水位トランスミッタ仕様
(流速トランスミッタは 3.3 参照)
差圧式水位トランスミッタ
方式

ゲージ圧検出・水位変換方式

計測

計測範囲：0 - 2,000mm

185mm

Nose cone (optional)

直線精度：±0.25％FS(再現性+ヒステリシス)
温度補正精度：±0.11％FS
出力

4-20ｍA

材質

ステンレス 保護等級：IP68 700m 耐水圧

ケーブル

5.

Φ17.5

外形図

2 芯シールド(大気開放チューブあり)×標準 10ｍ

タフネットで実現する｢見える化｣

タフネットのマンホールステーションシステム
を使用すれば、欠測や異常値も含めてあるがまま
の現場計測データを「見える化」することができ
ます。詳細は「タフネットシリーズ」製品案内を
ご覧ください。

マンホールステーションイメージ
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