
FLS110 Miniature Gas Flow Sensor 
Datasheet 

Page 1 of 13 

Preliminary Datasheet FL-000038-DS Issue 4, 2021-03-30 

Highlights 

• Silicon-MEMS thermal mass flow sensor

• 標準的なマイクロコントローラー上で動作するファームウェアに
より、デジタル流量および差圧センシングソリューションを提供

• 完全に温度補償された測定値
• バイパスフロー構成で500slm以上の測定が可能
• ファームウェアでプログラム可能な動作モードと機能
• 超小型表面実装パッケージ
• 面実装プロセスに完全対応

FLS110は、大量生産される民生用アプリケーションや高精度の医療・産業用アプリケーションに適してい
ます。障害物の検出やフロープロファイルの詳細なモニタリングなど、お客様の製品に付加価値を与えるこ
とができます。FLS110は非常に汎用性が高く、当社のデジタル統合ソリューションは、お客様のアプリ
ケーションにおいて性能とコストの比率を最適化する柔軟性を提供します。

Digital flow sensing solutions with FLS110 

FLS110は、MEMSダイに内蔵された2つのアナログ検知素子（流量検知用タングステン線と温度センサー）
を備えています。Flusso社が提供するファームウェアは、標準的なマイクロコントローラー上で動作し、検
知素子を駆動し、FLS110を流れる質量流量に対する応答をデジタル化し、以下の測定値を算出します。

• Flow temperature

• Mass flow – 熱線式風速計の原理を利用して
• Volumetric flow or differential pressure (DP) – 流量の温度と圧力の知識を利用して

図1は、FLS110をフローバイパス構成にして、ファームウェアを専用のマイクロコントローラ上で動作さ
せたシステムを示しています。ホスト・プロセッサ上のアプリケーション・ソフトウェアは、フロー・セン
シング・ファームウェアを制御し、シリアル・デジタル・インターフェース（通常はI 2 Cバス®）上の書き
込みおよび読み取りトランザクションを使用して読み取り値を取得します。

Figure 1: Example of an FLS110 flow sensing solution with dedicated microcontroller 

また、アプリケーションコードをコンパイルしてFlussoのフローセンシングファームウェアとリンクさ
せ、シリアルインターフェースのトランザクションの代わりにアプリケーションプログラミングインター
フェース（API）コールを使用して、1つのマイクロコントローラー上で実行することもできます。
最終製品の開発段階でシステムレベルの流量特性を把握することにより、FLS110の流量検出ファームウェ
アは、システムの流量、すなわちバイパスやFLS110自体を通過する流量だけでなく、システムの流量を計
算して報告します。
ファームウェアでサポートされているキャリブレーション機能により、FLS110のフローセンシングアルゴ
リズムをお客様のシステム特性やセンシング精度の要求に合わせて簡単に最適化することができます。
FLS110のフローセンシングソリューションの概要と、製品設計に迅速に導入する方法については、
「Development Your Flow Sensing Solution with FLS110」を参照してください。
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1 Sensing performance 

特に記載のない限り、センシング性能は平均±3 で、通常の動作条件（3ページの表4に定義）で、以下の
条件で規定されています。

• FLS110-STM32 reference design (see section 5) in a through-flow configuration (see section 2)

o VDD = +3.3 V and ambient temperature Tamb = 25 °C

o Operating in Continuous mode with an average over 8 measurements for each reading

• Clean dry air in flow with these conditions for reporting mass flow in sccm

o Relative humidity ϕflow = 0%,  flow temperature Tflow  = 25 °C,  flow pressure pflow = 101.3 kPa

Table 1:  Mass flow readings 

Note: Accuracy and repeatability are not specified for non-zero mass flow below 4 sccm (2% of full scale) due to unpredictable effects of 
device orientation and inlet conditions in the system.  

Parameter Max Units Note 

Repeatability 
Zero flow 0.5 sccm Equivalent to 0.25% of full scale (f.s.) 

Span > 4 sccm 0.5 % m.v. % of measured value 

Accuracy 

Zero flow 1 sccm Equivalent to 0.5 % of full scale (f.s.) 

Span > 4 sccm 

±15 % m.v. Temperature & zero flow offset adjustment only See 
section 

5.7 
±10 % m.v. Single-point system flow calibration 

±5 % m.v. Three-point system flow calibration 

Temperature 
dependence 

Zero flow 0.2 sccm/°C Equivalent to ±0.1 % f.s. Multiply by |25−Tflow| (Tflow in °C) 

Span 0.05 % m.v./°C Multiply by |25−Tflow| (where Tflow is in °C) 

Zero point drift TBC 

Table 2:  Differential pressure (DP) readings 

Note: Accuracy is not specified for non-zero DP below 10 Pa (2% of full scale) due to unpredictable effects of device orientation and 
inlet conditions in the system. 

Parameter Max Units Note 

Repeatability 
Zero DP 0.5 Pa Equivalent to 0.1% of full scale (f.s.) 

Span 1 % m.v. % of measured value 

Accuracy 

Zero DP 1 Pa Equivalent to 0.2 % of full scale (f.s.) 

Span > 10 Pa 
±20 % m.v. Temperature & zero DP offset adjustment only Section 

5.7 ±5 % m.v. Three-point system DP calibration 

Temperature dependence TBC 

Zero point drift TBC 

Table 3:  Flow temperature readings 

Note: Flow temperature measurements are affected by the thermal environment. Typical performance is specified for equilibrium 
conditions with Tflow = Tamb. 

Parameter Typ Units Note 

Accuracy at Tcal ±2 °C Where Tcal is the temperature at which the temperature 
reading offset was determined (see section 5.7.1). 

Span accuracy ±3 % m.v. Multiply by |25−Tflow| (Tflow in °C) 

Repeatability 0.5 °C 

Drift TBC 
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2 System flow path configurations 

The FLS110 can be applied in through-flow or bypass system configurations, illustrated in Figure 2. 

Figure 2: Through-flow and bypass system configurations 

FLS110の流量検出性能は、セクション1でthrough-flow 構成の場合に規定されています。これに対応する性
能は、はるかに高いシステム流量のバイパス構成で容易に達成できます。テクニカルノート「FLS110の機
械的および流体的な統合」では、FLS110をお客様の流路に統合するためのガイダンスを提供しています。 

3 Normal operating conditions 

FLS110のセンシング性能は、表4に示す動作条件の範囲で定義されます。
これらの範囲外では性能が定義されず、デバイスの信頼性が損なわれる可能性があります。 

Table 4:  Normal operating conditions 

Parameter Symbol Min Max Units Notes 

Through-flow range 0 200 sccm From inlet to outlet port 

Differential pressure range Δp 0 500 Pa Inlet port pressure minus outlet port pressure 

Flow pressure pflow 70 125 kPa Absolute pressure 

Ambient temperature Tamb -20 +85 ºC 

Flow temperature Tflow -20 +85 °C 

Humidity in the flow ϕflow 90 %RH Non-condensing 

Gas in flow Air. Contact Flusso for information about sensing flow of other gases. 

4 Absolute maximum ratings 

表5に規定されている以上の条件にさらされると、永久的な損傷を受ける可能性があります。
FLS110は、液体の流量を検知するための製品ではありません。液体はデバイスに永久的な損傷を与えます。 

Table 5:  Absolute maximum ratings 

Parameter Symbol Min Max Units Notes 

Storage temperature Tstore -40 +85 ºC 

Storage humidity 90 %RH Non-condensing 

Ambient temperature Tamb -40 +85 ºC 

Ambient humidity ϕamb 90 %RH Non-condensing 

Flow temperature Tflow -40 +85 ºC 

Flow humidity ϕflow 90 %RH Non-condensing 

Through-flow rate ṁ - 5 + 5 slm Mass flow 

Flow pressure pflow 200 kPa Above ambient pressure 

Voltage between pins Vin 3.6 V Between any two pins. See section 5.1. 

Flow sensor power PFS 50 mW 

Electrostatic discharge 500 

1000 

V 

V 
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Figure 3: FLS110-STM32 reference design schematic and module implementation 

FLS110のフローセンサーピンFS2は、ファームウェアによってパルス駆動されます。ピーク電流を処理する
ために、いくつかのオープンドレイン出力が並列に接続されています。FLS110-STM32リファレンスデザイ
ンでは、開発目的のために7つ接続されています。実際には、4つまたは5つで十分です。詳細については、
『FLS110ハードウェア・デザイン・ガイド』を参照してください。
モジュールのコネクタピンの機能は，以下の表 6 にまとめられています。また，STM32L031 のデータシー
ト DS10668 も参照してください。
Table 6: FLS110-STM32 reference design connector pin definitions 

Pin Name Description 

1,2 VDD Power supply to the module. 

3 I2C_SDA I2C-bus data. A pull-up resistor (2.2 to 4.7 k) is required on the host side. 

4 BOOT0 Drive high during power-up to load a firmware image over the I2C-bus 

5 I2C_SCL I2C-bus clock. A pull-up resistor (2.2 – 4.7 k) is required on the host side. 

6 RST Pull low to reset the processor. 

7 GPIO A general-purpose IO, not used by the reference firmware build. 

8 DRDY Open drain. A pull-up resistor (2.2 – 4.7 k) is required on the host side. See section 5.5. 

9,10 GND System ground (0 V). 

5 FLS110-STM32 reference design 

FLS110のセンシング機能と性能仕様（セクション1）は、FLS110-STM32リファレンス・デザインのハード
ウェアとファームウェアで実現されています。これは、ホストへのI 2 Cバス・インタフェースを備えた「専用
マイクロコントローラ」の実装です（1ページの図1を参照）。詳細な情報は、テクニカルノート「FLS110
ハードウェア・デザイン・ガイド」および「FLS110ファームウェア・インテグレーション・ガイド」に記載
されており、このデザインをお客様の特定のアプリケーション要件に合わせて調整する方法も含まれていま
す。また、このデザインは、FLS110評価キットの一部としてお試しいただけます。

5.1 Hardware schematic and module implementation 

回路図と評価キットのセンサーモジュールを図3に示します。FLS110のファームウェア
は、STMicroelectronics™ STM32L031G6U6マイクロコントローラ上で動作します。FLS110のアナログ・イン
ターフェースを操作し、コネクタを介してホスト（I 2 Cマスター）にI 2 Cスレーブ・インターフェースを提示
します。このプロセッサに関する情報は、STMicroelectronicsのデータシートDS10668を参照してください。
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