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FS100 & FP100 
熱量測定式挿⼊型フローセンサ 

Your Global Automation Partner 
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液体の流速と温度を同時に測定可能なFS100 & FP100シリーズ 

熱量測定式挿⼊型フローセンサ 

熱量測定式挿⼊型フローセンサ  FS100とFP100

シリーズのセンシング部には可動部がなく、流体の
脈動や流体に含まれる不純物による物理的な故
障はありません。環境が厳しい⼯場の⽣産現場
で、ダウンタイムを最⼩限に抑え、信頼性の⾼い測
定データと再現性を提供します。 
熱量測定式センサは、流体の流速と温度の監視
が必要な下記の⽤途に最適です。 
▪ 給⽔ポンプの空転防⽌ 
▪ 溶接機の冷却⽔循環の流速と温度監視 
▪ 回転ドラム式洗浄機の給⽔監視 

製品シリーズ 

FS100シリーズ FP100シリーズ 

フローセンサプローブ （FP100シリーズ）とフローコン
トローラ（ IM-FMシリーズ）が分離したリモートフ
ローセンサシステム。センサが⾒えない場所や操作し
づらい場所に設置されてもコントローラ側で動作確
認やパラメータ設定が可能。 

フローセンサプローブ とフローコントローラが⼀体になっ
たコンパクトフローセンサ。流速を常時 LEDバーディ
スプレイで表⽰。視認性の⾼い⼆⾊LEDで動作状
況の確認が容易。操作部はタッチパッド式を採⽤
し、振動や衝撃に壊れやすい押し釦などの機構部
品を排除。 
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⾃動検出（PNP/NPN）
FS100シリーズのスイッチング
出⼒回路は接続された⼊⼒
チャネルの信号タイプ（PNP

またはNPN）を⾃動検出。 
スイッチング出⼒タイプの選択
作業が不要になり、設定ミス
の削減や作業時間の短縮を
サポートします。 

デジタル通信：IO-Link
アナログ出⼒やスイッチング出
⼒では取得できなかった詳細
な測定値や診断情報をIO-

Link通信で取得が可能。 
フローセンサのIO-Linkデバイス
データを活⽤し機器の管理を
デジタル化。資産管理の効率
化をサポート。 

温度測定
熱量測定式フローセンサは流
速の測定に加え、流体温度
の常時測定が可能です。流
速センサと温度センサを⼀つに
まとめたFS100/FP100シリー
ズはコストパフォーマンスが⾼い
スマートセンサです。 

デルタ フロー モニタリング
センサ起動時や流速の変化
が⼤きい時に出⼒設定を実
施すると誤動作が発⽣する可
能性があります。FS100/

FP100シリーズには測定が不
安定な状態でも補正された値
で設定が可能。誤動作を最
⼩限に抑えます。 

クイックティーチ
クイックティーチ機能は、実際
の流速を検出させながら、3ス
テップで出⼒ポイントをセットす
るシンプルな設定⽅法です。オ
プション機能でスイッチングポイ
ントを実際の流速より10%早
くまたは10%遅く設定すること
も可能です。 

容易な設置と⽅向調整
測定流速範囲が3〜300 

cm/sの場合、プローブ部の向
きに制限はなく配管部へ設置
が可能。配管設置後もセンサ
ハウジンク゛部は340°回転させ
ることができるのでディスプレイ
部や配線ケーブルの引き出し
⽅向を調整も可能です。 
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コンパクトフローセンサ FS100シリーズ 

熱量測定式挿⼊型フローセンサ 

回転ドラム式洗浄機⽤洗浄剤の供給監視 

⾃動⾞⽤⾦属パーツを製造する⼯場では、加⼯した⾦属製部品
から粘着剤や潤滑油、防⾷被膜を洗い流す洗浄⼯程があり、回
転ドラム式洗浄機内で⾦属部品に洗浄剤と⽔が噴射し洗浄しま
す。安定した洗浄と洗浄費⽤の管理のため、洗浄剤と⽔の供給
監視にFS100シリーズが使われています。洗浄剤が霧散する環境
下でも、優れた保護構造と耐薬品性を持ったFS100シリーズは信
頼性の⾼い測定データを提供します。 

測定流速範囲 3〜300 cm/sの場合、
フローセンサプローブに向きに関わらず安
定検出が可能 

接続する⼊⼒チャネルのスイッチング信
号タイプ（NPNまたはPNP）を⾃動
検出 

クイックティーチ機能で出⼒スイッチング
ポイントを3ステップで簡単設定 

配管へ設置後、センサハウジン
ク゛部だけ340°回転が可能。ディ
スプレイと配線引き出し⽅向の
調整が容易 

着脱式プロセスねじアダプタ 
モジュラー構造を採⽤しプロセス
ねじ部をアダプタ化 

流体の流速と温度を同時に測定。 
装置の部品点数削減をサポート。 
材質：ステンレス  1.4571（316Ti） 

⾰新的なデルタ フロー モニタリング補正
機能がいつでもティーチング作業をサポー
トし不完全な設定と誤動作を防⽌ FS100シリーズは、設置⽅法の簡略化と 

スタートアップ時の設定作業の簡素化を追求 

省⼒化を追求した設置⽅法と 
スタートアップ 
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溶接機⽤冷却⽔の流速と温度監視 

安全で品質の⾼い溶接装置には機能的な冷却装置が必須で
す。FS100シリーズは冷却⽔の流れだけでなく温度を常時監視。 
予め許容温度範囲を設定し、冷却⽔が許容温度範囲を逸脱
時、温度⽤出⼒信号でコントローラ側へ警報を発信。操作部に 
機構部を持たないFS100シリーズは、溶接ロボットのハンド部にも
搭載可能な耐振動性と衝撃性に保持。IO-Linkマスタと接続し
た場合、予防保全または予兆保全をサポートする機器データと診
断データを活⽤できます。 
アプリケーション動画 

LED表⽰：FLOW ・ TEMP 
流速と温度に関する出⼒状態を 
2つの⻩⾊LEDで表⽰。 

視認性の⾼い傾斜ディスプレイ 
ユーザーインターフェースは、45°の傾斜
を持ち、⾼い視認性と操作性を提供 

ステータスLED表⽰ 
電源電圧(PWR), 障害表⽰(FLT) 
操作ロック(LOC)などの状態を表⽰。 
IO-Link通信時はPWRが点滅 

⼀体型半透明フロントキャッフ゜ 
LEDディスプレイとタッチパッド⽤静電
容量センサをカバーする⼀体型フロント
キャッフ゜。操作部やLED部に継ぎ⽬
がなく⾼い保護構造を保持 

タッチパッド ：MODE, ENTER, SET 
センサの設定や確認は、3つのタッチパッ
ドを使⽤。静電容量センサを採⽤しス
マートフォンのように操作可能 

LEDバーディスプレイ 
視認性の⾼い2⾊11セグメントを 
ディスプレイの中央に配置。流速と 
温度の測定状態を読みやすく表⽰ 

表⽰ラベル 
半透明なフロントキャッフ゜と⾦属製 
センサハウジンク゛は引っかき抵抗性  
を持ち、経年劣化に強いレーザ刻印を
採⽤し製品管理をサポート 

https://www.youtube.com/watch?v=xjBtGHzUzHY 
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リモートフローセンサ FP100シリーズ & コントローラ FM-IMシリーズ 

熱量測定式挿⼊型フローセンサ 

測定流速範囲 3〜300 cm/sの場合、
フローセンサプローブに向きに関わらず安
定検出が可能 

クイックティーチ機能対応 
出⼒スイッチングポイントを簡単設定 

パソコンに直接接続可能な接続
端⼦を搭載。設定ツール FDTフ
レームアプリケーション上でオンライ
ン設定や測定値の監視が可能。 

モジュラー構造を採⽤しプロセスねじ部
をアダプタ化。アダプタの交換で異な
るプロセスねじサイズに適⽤可能 

流体の流速と温度を同時に測定。
装置の部品点数削減をサポート 

⾰新的なデルタ フロー モニタリング補正
機能がいつでもティーチング作業をサポー
トし不完全な設定と誤動作を防⽌。 
材質：ステンレス  1.4571（316Ti） 

トランジスタ出⼒の他にリレー出⼒とアナログ 
出⼒もあり、測定データにあわせ直接アクチュ
エータも制御可能 

様々な⽤途に対応可能なリモート 
フローセンサシステム 

フローセンサプローブ 
FP100シリーズ 

流体速度  
・ 標準モード 3〜300 cm/s 
・ ⾼感度モード 1〜300 cm/s 
流体温度：-25〜+85 °C 
許容圧⼒：最⼤ 30 MPa 

フローセンサコントローラ 
FM-IMシリーズ 

制御出⼒ 
・ PNP NO出⼒ 
・ アナログ電流出⼒ 
・ リレー出⼒ 
・ IO-Link 
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⼯業⽤冷却システムの冷却⽔の流速監視 

製鉄所や化学⼯場で使⽤される⼯業炉には冷却シス
テムがあり冷却⽔の循環と温度の管理は安定した⽣
産システムの不可⽋な要素となっています。冷却システ
ムの配管が複数に分岐した場合、配管ごとに冷却⽔の
循環と温度を管理する必要があります。フローセンサプ
ローブ部を各配管に設置しフローコントローラは制御ボッ
クスにまとめパラメータ設定やモニタリングなどリモートで
⼀括管理が可能です。 

LED表⽰：FLOW ・ TEMP 
流速と温度に関する出⼒状態を 
2つの⻩⾊LEDで表⽰。 

ステータスLED表⽰ 
電源電圧(Pwr), 障害表⽰(Fault) 
などのLEDが状態を表⽰。 
IO-Link通信時はPwrが点滅 

表⽰ラベル 
コントローラ本体ハウジンク゛は、引っかき
抵抗性 を持ち、経年劣化に強いレーザ
刻印を採⽤。製品管理をサポート 
 

押し釦：Set, Enter, Mode 
センサの測定範囲や制御出⼒設定
は、3つの押し釦を使⽤。設定⼊⼒確
認⽤ Enter釦は誤操作を防ぐ半埋込
み構造を採⽤ 

LEDバーディスプレイ 
視認性の⾼い2⾊10セグメントを 
ディスプレイの中央に配置。流速と 
温度の測定状態を読みやすく表⽰ 

デジタル通信：IO-Link 
流速と温度、機器情報などをIO-Link
通信で提供可能 
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流速と温度を同時に測定するコンパクトフローセンサ。流速
を常時 LEDバーディスプレイで表⽰。操作部にはタッチパッ
ド式を採⽤し振動や衝撃に壊れやすい押し釦などの機構
部品を排除。 

■ IO-Link通信時、測定値や診断情報をデジタルデータで提供 
■ スイッチング出⼒の信号タイプ（NPN/PNP）は⾃動切換え 
■ 測定流体速度 ：標準モード 3〜300 cm/s 

     ⾼感度モード 1〜300 cm/s 
■ 測定流体温度 ：-25〜+85 °C 
■ 許容圧⼒  ：最⼤ 30 MPa 
■ 保護構造  ：IP67, IP69K 
■ 接液部材質 ：ステンレス 1.4571 

熱量測定式挿⼊型コンパクトフローセンサ 
FS100シリーズ 

■ 製品 

測定流体 
流速範囲  

測定流体 
温度範囲 

制御出⼒ 
同梱ねじアダプタ 
プロセスねじサイズ 

プローブ全⻑ 
 [⼨法 L1] 

アダプタ装着後  
プローブ⻑ 
[⼨法 L] 

製品型番 

標準 
3〜300 cm/s 
 

⾼感度 
1〜300 cm/s 

-25 ℃〜+85 ℃ 

出⼒1：流速 
スイッチング出⼒ 
または 
IO-Linkモード 
 
出⼒2：温度 
スイッチング出⼒ 

G1/4 オス 45 16.9 FS100-300L-04-2UPN8-H1141 

G1/2 オス 45 16.9 FS100-300L-30-2UPN8-H1141 

NPT1/2 オス 45 16.9 FS100-300L-16-2UPN8-H1141  

NPT1/2 オス 61 32.9 FS100-300L-63-2UPN8-H1141 

G1/2 オス 93 64.9 FS100-300L-62-2UPN8-H1141 

別途⽤意 45 ー FS100-300L-00-2UPN8-H1141 

出⼒1：流速 
アナログ電流出⼒ 
 
出⼒2：温度 
アナログ電流出⼒ 

G1/2 オス 45 16.9 FS100-300L-30-2LI-H1141 

G1/2 オス 93 64.9 FS100-300L-62-2LI-H1141 

NPT1/2 オス 45 16.9 FS100-300L-16-2LI-H1141  

NPT3/4 オス 93 64.9 FS100-300L-66-2LI-H1141  

別途⽤意 45 ー FS100-300L-00-2LI-H1141 
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プロセスねじアダプタ付き プロセスねじアダプタ無し 

  

■ 本体⼨法 

L1 
プロセスねじ 

■ 仕様 
測定対象 

対象媒体 液体 

媒体温度 -25 ℃〜85 ℃ 

許容プロセス圧⼒ 最⼤ 30 MPa 

測定：流速  

測定流速範囲  
標準モード：3〜300 cm/s（プローブの向きに制限なし） 

⾼感度モード：1〜300 cm/s（感度上昇のためにプローブの向きに指定あり。パラメータ等の設定は不要） 

応答速度 t05 = 3秒、t09 = 6秒 

スイッチングポイント繰り返し精度 1〜30 cm/s、（条件：媒体 ⽔、流速 3〜300 cm/s）  

再現性 0.2〜5 cm/s、（条件：媒体 ⽔、流速 3〜100 cm/s、温度 10〜80 ℃）  

温度ドリフト 0.5 cm/s x 1/K 

温度勾配 300 k/min 以下 

測定：温度 

測定温度範囲 -25 ℃〜85 ℃ 

応答速度 t05 = 3秒、t09 = 12秒 

スイッチングポイント繰り返し精度 ± 2 K、（条件：媒体 ⽔、流速 3 cm/s 以上）  

再現性 ± 0.5 K 

分解能 0.5 K 

プロセスねじアダプタ 
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電源電圧 

本体電源電圧   

スイッチング出⼒タイプ：DC 10〜33 V 

スイッチング出⼒タイプ：IO-Link通信使⽤時：DC 20.4〜28.8 V（IO-Link仕様準拠） 

アナログ出⼒タイプ：DC 17〜33 V 

消費電⼒  1.6 W 以下（平均 1.3 W） 

過負荷保護 有り 

絶縁保護クラス III 

起動時間 18〜30 秒 

保護回路 短絡保護（短絡時 サイクリック出⼒）、逆接続保護 

制御出⼒  

スイッチング出⼒タイプ  

出⼒1：流速または IO-Link 

出⼒2：温度 

出⼒信号：PNP/NO, NO/NC（⼯場出荷時 PNP/NPN⾃動検出、NO出⼒） 

電圧降下：1.8 V 

出⼒電流：250 mA 以下 

アナログ出⼒タイプ  

出⼒1：流速 

出⼒2：温度 

出⼒信号：アナログ電流 4〜20 mA、負荷抵抗 0.5 kΩ 以下 

IO-Link  

（スイッチング出⼒タイプ） 

IO-Link仕様：Ver. 1.1 

ポートクラス：クラス A 

伝送速度：COM 2（38.4 kbps） 

フレームタイプ：2.2 

プロセスデータ⻑ 32 bit（流速情報 16 bit、温度情報 14 bit、出⼒状態 2 bit ） 

材質  

本体ハウジング材質 ステンレス、1.4404（316L）  

ディスプレイ・操作部 ⼀体型樹脂キャッフ゜、ポリアミド GF50 %、UL 94 V-0 

プロセスねじアダプタ ステンレス、1.4571（316Ti） 

接液部 センシングプローブ ステンレス 1.4571（316Ti）、Oリング FKM 

Gねじ⽤ガスケット AFM（NPTねじタイプには同梱されておりません） 

接液部 表⾯粗さ Rz  6.4 μm以下 

本体ハウジングねじサイズ M18 x 1.5 メスねじ 

サイクルタイム：6.4 ms 

熱量測定式挿⼊型コンパクトフローセンサ 
FS100シリーズ 
■ 仕様 



11 

スイッチング出⼒・IO-Linkタイプ アナログ出⼒タイプ 

  

コネクタピンアサインと電線配⾊ 

 �

�

�

�

■ 仕様 
環境性  

温度範囲 動作温度範囲 –25 ℃〜+85 °C、保管温度 –40 ℃〜+100 °C 

耐振動性 50 g（11 ms）、DIN EN 60068-2-27 

耐衝撃性 20 g（55〜2000 Hz）、DIN EN 60068-2-6 

EMC DIN EN 61326-2-3：2007 

保護構造 IP67, IP69K 

接続 

電気的接続 コネクタ M12 x 1 

プロセスねじ接続  

センサ本体 レンチサイズ 22、センサ本体へプロセスねじ取付時の締め付けトルク：最⼤40 Nm 

プロセスねじアダプタ レンチサイズ 27、配管取付時の締め付けトルク：Gねじ 最⼤ 40 Nm、NPTねじ 最⼤100 Nm 

ご注意事項：配管側ねじの締付けトルクを超えないようにしてください。 

認証 CE、cULus 

MTTF 120年 SN 29500（1999年度版）40 ℃準拠 

認証  

■ ピンアサインと回路図 

① L+：DC 24V（茶⾊） 

② Out 2：出⼒ 2（⽩⾊） 

③ L-：Gnd（⻘⾊） 

④ Out 1：出⼒ 1（⿊⾊） 

■ IO-Linkパラメータ 

項⽬ データ⻑ (Bit） Bit オフセット フォーマット プロセス値 内容 

プロセスデータ ⼊⼒ 32（下記合計） 0 Record   

スイッチング出⼒ 1（流速） 1 0 Boolean false / true 出⼒オフ / 出⼒オン 

スイッチング出⼒ 2（温度） 1 1 Boolean false / true 出⼒オフ / 出⼒オン 

温度測定値  14 2  Integer  

-400〜+1800 温度情報(℃) =プロセス値 x 0.1 ℃ 

-2047 測定温度範囲以下 

+2047 測定温度範囲以上 

-2048 無効値 

流速測定値  16 16  

0〜20000 相対流速(%) = プロセス値 x 0.005 % 

-1 測定流速範囲以上 

-2 測定流速範囲以下 

-3 無効値 

Integer  

プロセスデータ 
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流速と温度を同時に測定するフローセンサプローブ（FP100シ

リーズ）とフローコントローラ（ IM-FMシリーズ）が分離したリモー
トセンシングシステム。装置内部など⾒えない場所や操作し
づらい場所にあるセンシング部をリモートモニタリング。 

■ 10セグメントバーディスプレイで流速を表⽰ 
■ 多彩な制御出⼒を⽤意：PNP出⼒、アナログ出⼒、リレー出⼒ 
■ IO-Link通信時、測定値や診断情報をデジタルデータで提供 
■ 測定流体速度 ：標準モード 3〜300 cm/s 

     ⾼感度モード1〜300 cm/s 
■ 測定流体温度 ：-25〜+85 °C 
■ 許容圧⼒  ：最⼤ 30 MPa 
■ 接液部材質 ：ステンレス 1.4571 

熱量測定式挿⼊型リモートフローセンサシステム 
FP100シリーズ + FM-IMシリーズ 

■ 製品 

測定流体 
流速範囲  

測定流体 
温度範囲 

電気的接続 
同梱ねじアダプタ 
プロセスねじサイズ 

プローブ全⻑ 
 [⼨法 L1] 

アダプタ装着後  
プローブ⻑ 
[⼨法 L] 

製品型番 

標準 
3〜300 cm/s 

⾼感度 
1〜300 cm/s 

-25 ℃〜+85 ℃ M12コネクタ 

G1/2 オス 45 16.9 FP100-300L-30-NA-H1141 

G1/2 オス 93 64.9 FP100-300L-62-NA-H1141 

NPT1/2 オス 45 16.9 FP100-300L-16-NA-H1141 

NPT1/2 オス 70 41.9 FP100-300L-63-NA-H1141 

フローセンサプローブ 

制御出⼒ 
PNP（NO/NC）x 3 
IO-Link（端⼦台、またはプラグ端⼦） 

PNP（NO/NC）x 2出⼒ 
アナログ電流 x 1出⼒ 
IO-Link（端⼦台、またはプラグ端⼦） 

リレー（a接点）x 3 
IO-Link（プラグ端⼦） 

製品型番 FM-IM-3UP63FX FM-IM-2UPLI63FX FM-IM-3UR38FX 

ブロック図    

フローセンサコントローラ 
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プローセンサプローブ フローセンサコントローラ 

  

■ 本体⼨法 

■ 仕様 

測定対象 

対象媒体 液体 

媒体温度 -25 ℃〜85 ℃ 

許容プロセス圧⼒ 最⼤ 30 MPa 

測定：流速  

測定流速範囲  
標準モード：3〜300 cm/s（プローブの向きに制限なし） 

⾼感度モード：1〜300 cm/s（感度上昇のためにプローブの向きに指定あり。パラメータ等の設定は不要） 

応答速度 t05 = 3秒、t09 = 6秒 

温度勾配 300 k/min 以下 

材質 

本体ハウジング材質 ステンレス、1.4404（316L）  

プロセスねじアダプタ ステンレス、1.4571（316Ti） 

接液部 センシングプローブ ステンレス 1.4571（316Ti）、Oリング FKM 

Gねじ⽤ガスケット AFM（NPTねじタイプには同梱されておりません） 

本体ハウジングねじサイズ M18 x 1.5 メスねじ 

環境性  

温度範囲 動作温度範囲 –25 ℃〜+85 °C、保管温度 –40 ℃〜+100 °C 

耐振動性 50 g（11 ms）、DIN EN 60068-2-27 

耐衝撃性 20 g（55〜2000 Hz）、DIN EN 60068-2-6 

保護構造 IP67, IP69K 

接続 

電気的接続 コネクタ M12 x 1 

フローセンサプローブとフローセンサコントローラ間の配線距離は最⼤ 100 m 

配線距離 30 m以上はシールドケーブル推奨 
配線距離  

プロセスねじ 

プロセスねじアダプタ 

フローセンサプローブ 
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電源電圧 

本体電源電圧   

FM-IM-3UP63FX（PNP出⼒）：DC 20〜30 V リップル 10%以下 

FM-IM-2UPLI63FX（PNP出⼒、アナログ出⼒）：DC 20〜30 V リップル 10% 以下 

FM-IM-3UR38FX（リレー出⼒）：DC 20〜125 V リップル 10 % 以下またはAC 20〜250 V / 50〜60 Hz 

消費電流 4.5 W 以下 

センサ部への供給電圧 / 供給電流 DC 15 V / 35 mA以下（電流制限 約110 mA） 

システム起動時間 18〜30 秒 

測定 

流速 相対流速 0〜100%。繰り返し精度 ± 1 % F.S. 

温度  
温度情報 ℃。繰り返し精度 ± 1 K（平均）、絶対精度 ± 7 K（平均） 

スイッチング出⼒ ヒステリシス 2K 

測定周波数 5 Hz（ソフトウェアフィルタ 200 ms） 

警報出⼒ 流速範囲モニタ、温度測定範囲モニタ、制御出⼒回路モニタ（断線、短絡） 

製品 制御出⼒タイプ 

FM-IM-3UP63FX 

流速：PNP NO または IO-Link 

温度：PNP NO 

警報：PNP NO 

プラグ端⼦：IO-Link 

FM-IM-2UPLI63FX  

流速：アナログ電流 ⾮リニア出⼒ 4〜20 mA 

温度：PNP NO 

警報：PNP NO 

プラグ端⼦：IO-Link 

FM-IM-3UR38FX 

流速：リレー出⼒ NO 

温度：リレー出⼒ NO 

警報：リレー出⼒ NO 

プラグ端⼦：IO-Link 

制御出⼒ 

PNP出⼒ 出⼒電流 100 mA 以下、電圧 DC 20〜30 V 

アナログ出⼒ アナログ電流 4〜20 mA / 20〜4 mA、負荷抵抗 0.6 kΩ 以下 

リレー出⼒ 開閉電流 2.0 A 以下、開閉容量 500 VA / 60 W 以下、電圧 AC 250 V / DC 60 V 以下、周波数 10 Hz 

IO-Link仕様 Ver. 1.1、ポートクラス クラス A、伝送速度 COM 2（38.4 kbps） 

プロセスデータ⻑ 16 bit（流速情報 ⾮リニア 10 bit、温度出⼒状態 1 bit、警報出⼒状態 1 bit ） 
IO-Link  

熱量測定式挿⼊型リモートフローセンサシステム 
FP100シリーズ + FM-IMシリーズ 
■ 仕様 
フローセンサコントローラ 
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■ 仕様 

■ IO-Linkパラメータ 

項⽬ データ⻑ (Bit） Bit オフセット フォーマット プロセス値 内容 

プロセスデータ ⼊⼒ 16（下記合計） 0 Record   

スイッチング出⼒ 1（流速） 1 0 Boolean false / true 出⼒オフ / 出⼒オン 

スイッチング出⼒ 2（温度） 1 1 Boolean false / true 出⼒オフ / 出⼒オン 

スイッチング出⼒ 2（温度） 1 2 Boolean false / true 出⼒オフ / 出⼒オン 

未使⽤エリア 3 3〜5 - - 未使⽤ 

流速測定値  10 6〜15 Integer  0〜1053 相対流速 0〜100 % 

プロセスデータ 

材質 

本体ハウジング材質 樹脂、ポリカーボネイト/ABS 

取付⽅法 DINレール取付（DINレール幅 35 mm） またはパネル直付け 

端⼦台  

端⼦台タイプ ねじ端⼦台、適合電線サイズ 0.25〜2.5 mm²、推奨剥き線⻑さ  7 mm、推奨締め付けトルク 0.5 Nm 

環境性  

温度範囲 動作温度範囲 –25 ℃〜+70 °C 

EMC NAMUR NE21準拠 

温湿度組合せ（サイクル）試験⽅法  EN 60068-2-38準拠 

保護構造 IP20 

認証 

認証  
CE、cULus、ただしUL対応条件は下記です。 

屋内使⽤、動作温度 60 ℃以下、相対湿度 95 %以下、汚染度 2、⾼度 2,000 m以下、過電圧カテゴリ II 

MTTF 109年 SN 29500（1999年度版）40 ℃準拠 
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熱量測定式挿⼊型リモートフローセンサシステム 
FP100シリーズ + FM-IMシリーズ 
■ コネクタケーブル 

フローセンサプローブとフローセンサコントローラ間接続⽤コネクタケーブル 
耐油性に優れ可動部での使⽤も可能な⾮シールドケーブルタイプ。 
 

スタイル ケーブル外被 ケーブル⻑（L） 型番 

M12メス ストレートコネクタケーブル 4芯    

PVC  

2 m RKC4.4T-2/TEL 

5 m RKC4.4T-5/TEL 

10 m RKC4.4T-10/TEL 

15 m RKC4.4T-15/TEL 

20 m RKC4.4T-20/TEL 

25 m RKC4.4T-25/TEL 

PUR  

2 m RKC4.4T-2/TXL 

5 m RKC4.4T-5/TXL 

10 m RKC4.4T-10/TXL 

15 m RKC4.4T-15/TXL 

20 m RKC4.4T-20/TXL 

25 m RKC4.4T-25/TXL 

M12メス L字アンク゛ルコネクタケーブル 4芯    

PVC  

2 m WKC4.4T-2/TEL 

5 m WKC4.4T-5/TEL 

10 m WKC4.4T-10/TEL 

15 m WKC4.4T-15/TEL 

20 m WKC4.4T-20/TEL 

25 m WKC4.4T-25/TEL 

2 m WKC4.4T-2/TXL 

5 m WKC4.4T-5/TXL 

10 m WKC4.4T-10/TXL 

15 m WKC4.4T-15/TXL 

20 m WKC4.4T-20/TXL 

25 m WKC4.4T-25/TXL 

PUR  

⻑距離配線について 
フローセンサプローブとフローセンサコントローラ間の配線は最⼤100 mまで延⻑可能です。30 m以上の配線については、シールドケーブル対応 
コネクタケーブル推奨します。 
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■ 別売りアクセサリ 
フローセンサコントローラ⽤IO-Link通信ケーブル 
型番 IOL-COM/3M 
 
フローセンサコントローラ IM-FMシリーズ本体正⾯のソケット部
に挿⼊しIO-Linkマスタとの接続に使⽤。 

IO-Linkデバイス設定・管理⽤IO-Linkマスタ 
型番 USB-2-IOL-0002 
 
フローセンサ FS100シリーズまたはフローセンサコントローラIM-

FMをパソコンとの接続時に使⽤。 

IO-Link対応フローセンサFS100シリーズと

FP100+IM-FMシリーズは、エンジニアリングソ

フトウェア FDTツール上で各種パラメータの設

定が可能です。ユーザフレンドリーな設定画⾯

で、本体の釦操作ではできない詳細設定が可

能です。また設定内容を電⼦データとして保存

可能で、機器の管理⼯数や設定作業時間の

短縮をサポートします。 

■ 設定ツール 
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熱量測定式挿⼊型フローセンサ 

■ 設置について 

理想的な設置条件は、設置する配管内の液体は常時満⽔状態であり、配管に挿
⼊したフローセンサプローブ部全体が配管内で液体に接触することです。しかし、実際
のご使⽤現場では理想的な設置条件を揃えることは困難のため、ご使⽤現場の条
件に適した設置⽅法を選択してください。 

⽔平配管への取り付け 
1. 下⽅向からの取り付け 

配管内が液体で満たされてない場合、フローセンサを下⽅向から挿⼊しフロー
センサプローブの全体が接液していれば測定可能です。 
 

2. 横⽅向からの取り付け 
配管内に沈殿物がある場合、誤動作の可能性があるためフローセンサは下⽅
向から設置することはできません。沈殿物と接触せずフローセンサプローブ全体
が接液するように横⽅向から設置してください。 

垂直配管への取り付け 
1. 流れの向き 

垂直配管の場合、流れが上向きの配管部に設置してください。流れが上から
下向きの場合、配管内部が満⽔状態にならない可能性が⾼く正しく測定で
きないことが考えられます。 

設置場所前後の直管⻑について 
1. 上流側 

上流側の直管⻑は、配管径の10倍以上を確保してください。 
上流側にポンプがあり、乱流がある場合は配管径の15倍以上を 
確保してください。 
 

2. 下流側 
下流側の直管⻑は、配管径の5倍以上を確保してください。 
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適正なフローセンサプローブの⻑さ 
1. 配管内部との接触 

フローセンサプローブが配管内で接触しないように設置してください。故障の原因
になります。 
 

2. 配管中央部での測定 
流速の測定は流体の中⼼を測定することが理想です。流体の中⼼とは満⽔
状態の場合は配管の中央であり、流速が最⼤となる場所です。 

測定感度とフローセンサの設置⽅向 
1. 標準測定流速範囲：3〜300 cm/s 

フローセンサの向きに制限はなく、フローセンサプローブに対しどの⾓度からの流
速も適正に測定が可能です。 
 

2. ⾼感度測定流速範囲：1〜300 cm/s 
流体の流速が3 cm/s未満と低速の場合、最⼤感度を確保するため、フローセ
ンサの⽬打ちマークを流れの上流に向けます。この時、フローセンサの⽬打ちマー
クは上流に対して正⾯もしくは± 20°以内に⼊るようにしてください。 

⽬打ちマーク 

⽬打ちマーク 

⽬打ちマーク 

⽬打ちマークの場所 
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