
FFMseries

フロースタンダード
Flow Standard

Flow Standard

● カップリング (着脱自在 )

測定回路にあらかじめカップリングを
装着しておくことにより、配管を取り
外すことなく、本体への着脱が行えます。

● Coupling (Easily Mountable)
By pre-connecting the coupling to the test 
circuit, it is possible to mount the Flow 
Standard without  removing test piping.

FFM-100

FFM-400

FFM-400用
FFM-100用

Function Monitoring (Daily Maintenance)

Sensitivity Verification (Periodical Maintenance)

Condition Setting (Standard Determination)

● エアリークテスタが正確にNG品を判定しているか。
Does the leak tester evaluate reject items as FAIL.

● 規定の漏れが発生したとき、正常な感度を示しているか。
Does leak testing indicate accurate corresponding sensitivity 
when an established amount of leak is generated.

● この漏れ量のときは、いくつに設定すれば良いのか。
To determine the most appropriate evaluation-setting rate when 
a certain leak rate is generated.

フロースタンダード
Flow Standard

精度確認  (定期点検)

条件選定  (規格決め)

機能確認  (日常点検)

「漏れ量」の基準器
本機は従来、計算や圧力換算によって行われてきたエア
リークテスタの条件選定や性能(精度)確認作業を、漏れ
量基準器により発生させた“実漏れ”を基準として行う
ことができます。

Standard of Leakage
This unit is designed to simulate actual generated air 
flow(leak) for air leak testing settings that had been 
previously obtained by calculations and pressure rate 
conversions.
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FFMの使用方法
How to Use the FFM

温度変化に伴う、フロースタンダードの流量変化
Changes in Flow Standard Flow Rate due to Temperature Changes.

型式・仕様
Mode ・Specifi cation

外形寸法（mm）
External Dimensions (unit: mm)

ワーク
Test Piece

エアリークテスタ
Air Leak Tester

圧力調整器
Regulator

● カップリング　Coupling

漏れ状態での測定　Testing during Leakage

● フロースタンダード　Flow Standard
漏れを発生させる際には、封止プラグと
本体とを差し替えて使用します。
During leakage, replace the plug with FFM-100.

※ フロースタンダードと流量計の環境温度を揃えてください。
流路内に温度差が生じると規定通り、流れない可能性があります。

*Ensure that the Flow Standard and flow meter are under the same ambient temperature.
The flow rate may vary from specifications when differences in temperature occur in the 
flow path.

※ フクダにてフロースタンダードの点検を行っていま
すので、ご入用の際はご連絡をお願い致します。

*FUKUDA offers Flow Standard inspection services. 
Please contact FUKUDA to discuss your requirements.

通常測定  Normal Testing

● 封止プラグ　Plug
通常の測定中はカップリングに封止プラグを取付け、測定経路を
密閉状態にしておきます。
During normal operation, insert the plug to the coupling and seal the test circuit.

・高圧で使用するため、着脱には充分ご注意ください。
・取り外す際は、圧力がかかっていないことをご確認
ください。
・取り付ける際は、ネジが確実に締まっていることを
ご確認ください。

・Please be careful about attaching and detaching.
・Make sure not to apply  pressure  during detaching .
・Make sure to tighten a screw during attaching.

定期的な点検を推奨します。
We recommend periodic inspections.

フロースタンダードは以下のように接続することで、簡単に漏れ有り /無し状態を作れます。比較してご使用ください。
(注：フロースタンダードの矢印が、流れ方向と一緒になるようにしてください。)
By connecting a Flow Standard as shown below, it is simple to create circuits with or without leaks as required. 
Please use a Flow Standard to create comparison points.
 (Note: Ensure that the arrow printed on the Flow Standard is aligned with the fl ow direction.)

フロースタンダードは細管を使用した漏れ量の基準器なので、使用場所の環境温度によって流量 (グラフ　青プロット )
が変わります。必要に応じて、流量の温度補正をしてください 。
計算式はフロースタンダードの取扱説明書をご参照ください。
温度変化に伴う流量変化については、弊社技術資料 (テクニカルマニュアル 「層流の計算」)をご確認ください。
The Flow Standard is a standard for leakage that have thin tubes. So, the fl ow rate changes depending on the 
ambient temperature of use. (Graph blue plot)   Please correct the fl ow temperature as necessary. Refer to the 
operation manual of Flow Standard for calculation formulas. Read our technical data (Technical Manual "Calculation 
of Laminar Flow "), for detailed explanation on fl ow rate change accompanying temperature change.

ご指定された圧力 ( 指定圧力）で、ご希望とされる漏れ量 ( 指定流量 ) になるように製作致します。
製作したフロースタンダードの漏れ量を測定 ( 測定流量 ) して、値付けします。
We produce Flow Standards that will generate the desired fl ow rate (fl ow rate range) at the pressure (test pressure 
range) you specify. The Flow Standard can create the fl ow rate, and is then measured by the machine to obtain the 
new reference point to work to.(test fl ow rate)

■ 青プロット  Blue Dashed Line

測定環境が温度変化
フロースタンダードの流量は、流体の粘度の影響を受けます。粘度は使
用温度、ガス種によって変わりますので、ご注意ください。

Changes in the ambient temperature 
The fl ow rate of the Flow Standard is affected by gas/fl uid viscosity. 
Please note that viscosity is altered by usage temperature and gas type.
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Blue Dashed Line

使用媒体 Flow Medium

使用温度 Temperature

再現性 Reproducibility

付 属 品 Accessory

トレーサビリティ
レ ポ ー ト

Traceability 
Report

■ 仕 様　Specification

■ 型 式　Model

■ 漏れの確認　Checking for Leaks

クリーンエア、N2  (JIS B 8392-1:2012 圧縮空気の清浄等級 1, 3, 1相当) Clean Air, N2  ( ISO  8573-1:2012 Compressed Air Curity Class 1, 3, 1）

23℃±3℃ 23℃±3℃

FFM-100：
測定流量に対して±5% (周囲温度23℃・1atmにおいて) 但し、
測定流量が1.00mL/min以下の場合は測定流量±0.05mL/min

FFM-400：
測定流量に対して±10% (周囲温度23℃・1atmにおいて) 但し、
測定流量が1.00mL/min以下の場合は測定流量±0.10mL/min

FFM-100：
±5% against measuring flow at ambient temperature 23℃・1atm, 
but measurement flow ±0.05mL/min when lower than 1mL/min.

FFM-400：
±10% against measuring flow at ambient temperature 23℃・1atm, 
but measurement flow ±0.10mL/min when lower than 1mL/min.

FFM-100： FFM-100：

FFM-400： FFM-400：

封止プラグ、キャップ、取扱説明書、保証書、保存箱、検査成績書 Plug, Cap,Operation Manual, Guarantee, Inspection Sheet, Storage Box

カップリング2個（入口側、出口側共通） Coupling (Inlet side is the same as outlet side.)

カップリング2個（入口側、出口側別　各1個） Coupling (Inlet side・Outlet side)

トレーサビリティ体系図、校正証明書
注文時にご指示ください(有料)。

Traceability Chart, Calibration Certificates.It will be issued by 
the customer's request (at extra cost)

100

400

❶ 種　類
Kind of fl ow standard

❷ 指定圧力
Test Pressure Range

❸ 指定流量
Flow Rate Range

-10 ～ -80 kPa G 0.1 ～ 50 mL/min

10 ～ 49.9 kPa G 0.1 ～ 50 mL/min

50 ～ 99.9 kPa G 0.1 ～ 100 mL/min

100 ～ 800 kPa G 0.1 ～ 200 mL/min

0.80 ～ 4.00 MPa G 0.10 ～ 200 mL/min

4.01 ～ 5.00 MPa G 0.15 ～ 200 mL/min

負　圧　Negative Pressure

正　圧　Positive Pressure

正　圧　Positive Pressure

FFM-❶ -❷ -❸
※ 測定流量が 0.100mL/min以上の場合トレーサビリティレポート
の発行が可能です。

※ 製品は指定流量に対して± 5%以内で製作されます。
　 （1.00mL/min以下の場合は、指定流量±0.05mL/min）
但し、圧力レンジによっては± 5%を上回る場合もあります。

グラフ　Graph
各温度での流量特性（標準状態との比で表示）　
● 測定条件 … 流量：0.50mL/min　テスト圧：-60kPa G
Flow characteristics at each temperature. (Displayed compared to reference conditons)
● Test conditions … Flow rate : 0.50 mL/min, Test pressure : -60 kPa G

* Traceability report options are available when the test flow rate is 
at least 0.100 mL/min.

* Products are manufactured to within ± 5% of the specified flow 
rate.(When the flow rate is 1.00 mL/min or less, the specified flow 
rate ± 0.05 mL/min)
However, the variation may exceed ± 5% depending on the 
pressure range.

※ 落としたり、衝撃を与えたりした場合、破損により既定流量が出ない場合があります。 * Microtubes may break in the event of drops or impacts, which may hinder the predetermined 
flow rate.

空気の粘度（理科年表　第 84冊より）
Viscosity of air (from Chronological Scientifi c Tables No. 84)

0 ℃
17.1× 10-6  [Pa・s] 18.2× 10-6  [Pa・s] 19.3× 10-6  [Pa・s]

25 ℃ 50 ℃


