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	9 マルチモード高精度測定 	9 予知保全機能 	9 ユーザー設定メモリ

	9 センサ間直接接続 	9 デュアルチャネル	9 ユーザー任意設定出力

フルメタル
センサ

距離測定	ー	連続監視	ー	任意設定	ー	予知保全

スマートセンサ



これらの製品の詳細なデータシートは、Contrinexウェブサイトにてご覧になれます:2

	9 単一のセンサで複数のセンシングモード：

•	 直接測定：距離測定、横位置測定（一定距離）、	
特徴（穴など）検出

•	 間接測定：角度測定、横位置測定（傾斜面）、	
力測定、振動測定、ステップカウント

	9 卓越した汎用性により予備品在庫を共通化

	9 自己監視機能により、メンテナンスコストを削減

	9 センサ内蔵ロジックにより、センサ間でシステムロジ
ック構築可能

	9 固有センサIDにより、実装のミスを排除

	9 IO-Linkスマートプロファイルにより制御システムの
統合を簡素化

	9 堅牢なフルメタルセンサは、過酷な環境下でも使用
可能

	9 フルメタルセンサは、アルミニウム、真鍮、銅も長距
離検出	
	

製品特長

スマートセンサ

コントリネックス社のスマートセンサは、OEMおよびシステムインテグレータのニーズを念頭に設計され、複雑さとコスト
の削減に関してソリューションを提供します。	コントリネックス社は、単一のセンサに複数のセンシングモードを実装する
ことで、設計者が常に夢見てきた自由度を提供し、卓越した汎用性と簡素化された統合を提供します。	コントリネックス
社のスマートセンサでIoT戦略を強化しましょう。	業界標準のIO-LinkSSP	3.3インタフェースのすべての機能に加えて、標
準IO(SIO)を使用した高速センサとしてもご利用いただけます。	可能性はあなたの想像力次第です。

新しいセンシングの可能性の扉を開く

	9 自動化
	9 包装
	9 ロボティクス
	9 自動車製造工程
	9 グリーンエネルギー
	9 環境
	9 ロジスティクス
	9 工作機械
	9 アセンブリ
	9 食料および飲料
	9 繊維
	9 搬送機器

適応産業
新製品
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スマート機能

直接的および間接的な測定
コントリネックス社は、直接測定と間接測定の両方に対応するた
め、単一のスマートセンサに複数のセンシングモードを実装しま
した。	ユーザー設定の操作モードに応じて、測定値はプロセスデ
ータ（ルーチン、周期的パラメトリック値）またはイベントデータ
のいずれかとして出力されます。

スマートセンサの高分解能距離測定機能を使用して、軸方向
距離（1）と横方向位置（2）が直接測定できます。また、センサ
が高感度である事により、測定対象物の特徴（穴など）を検出
することもできます（4）

アプリケーションを変位に変換できる他の物理量も、スマートセ
ンシングに適しています。	非接触の例として回転シャフトに取り
付けられたカムを使用した連続角度測定（3）、傾斜面を使用した
より大きな測定対象物の横方向位置測定（5）、弾性変形による
応力測定（6	）、および測定方向の振動測定（振幅と周波数）（7）

ステップカウント｛線形または回転（8）｝は、スマートセンサの実
証済みのアプリケーションの１つです。	この様に高感度スマー
トセンサにより、従来のエンコーダ（大きく、コストのかかる）を
置き換えることができます。

1.	距離測定

2.	横位置測定（一定距離）

3.	角度測定
90°

270°

180° 0°

4.	特徴（穴など）の検出

5.	横位置測定（傾斜面）

6.	応力測定

7.	振動測定

8.	ステップカウント測定

マルチモード
高精度測定

9	 単一センサで複数のセンシングモード



これらの製品の詳細なデータシートは、Contrinexウェブサイトにてご覧になれます:4

シングル・ポイント・モード

SSC SP1SSC SP1

ユーザー任意設定出力

9	 卓越した汎用性により予備品在庫を共通化

スイッチング・シグナル・チャネル
（SSC）
スマートセンサの内部信号は、スイッチング信号チャ
ネル（SSC）と呼ばれます。	外部入力およびSSCから生
じる出力信号は、出力スイッチング信号（OSS）と呼ば
れます。	デフォルトでは、スマートセンサのコネクタの
4番ピン（OSS1）でシングルポイントしきい値SSCが有
効になっており、IO-Linkモードまたは標準IO（SIO）モ
ードで動作します。	電源投入時に、スマートセンサは
デフォルトでSIOモードになります。	センサがIO-Link
マスタに接続されると、マスタからの“wake-up”パル
スがセンサをIO-Linkモードに切り替えます。	その後、
マスタとセンサの間で双方向通信が開始されます。

2つ目のSSCは、オプションでスマートセンサコネク
タの2番ピン（OSS2）に構成できます。	有効にすると
SSC2はSIOモードでのみ動作し、入力チャネルまた
は出力チャネルとして指定できます。	2つ目のIOチャ
ネルの存在により、デバイス間通信、ティーチ機能、
組込みテスト機能など、スマートセンサの強力な追
加機能にアクセス可能です。

ダイナミック・スイッチング	
・ロジック
コントリネックス社のスマートセンサは、設置される
際の選択として、スイッチングロジック使用可能なセ
ンシングモードか、外部機器と接続するモードのい
ずれかに割り当てられます。センサは複数のパラメ
ータを監視するために必要なすべてのオプションを
提供し、IO-Linkまたは組込みのティーチ機能を介し
てリアルタイムで変更を行う柔軟性を備えています。

シングルポイントモードを選択すると、スマートセン
サは従来のON/OFFスイッチデバイスとして動作しま
す。	デフォルト設定（ロジック反転可能）では、ターゲッ
トがしきい値または設定検出距離（SSC	SP1）に達した
場合、スイッチング信号が“High”(SSC	ON)、ターゲット
が（SSC	SP1）より遠くの場合、“Low”に切り替わります。

ス
マ
ー
ト
機
能

ピン配置
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ディレイ ストレッチ

ディレイ
＆
ストレッチ

ワンショット

タイミングモード
SSCの出力タイミングを変更すると、誤ったトリガーの影響
を無効にすることができます。	この誤ったトリガー原因に
は、（i）プロセスに関係のない理由による測定値の瞬間的
な変化、および（ii）既知の理由による信号の瞬間的な損失
が含まれます。

ディレイ

SSCのON/OFFステータスが変化する前に指定されたディレ
イを挿入すると、環境の突発的な変動などの理由で、センサ
出力が瞬間的変化に応答するのを防ぎます。	スイッチング
ディレイを使用すると、ある状態から別の状態への遷移が明
確に定義されていない可能性がある信号の「バウンス」を防
ぐこともできます。	ディレイは、オプションでストレッチと組
み合わせることができます（以下を参照）。

ストレッチ

SSC出力パルスを伸ばすことにより、信号の持続時間が変
わります。これは、制御目的や時間の経過とともに非線形に
変化する測定値を補正するためによく使用されます。	たと
えば、「遅い」PLCとの通信では、適切な同期を確保するた
めに持続時間の長いパルスが必要になる場合があります。

ワンショット・モード

スマートセンサには、測定値の変化の前縁または後縁のい
ずれかに「ワンショット」パルスを生成する機能もあります。	
接続されたPLCに実装されている制御機能には、「微分up」
および「微分down」とも呼ばれるワンショットパルスが必要
になる場合があります。

ウィンドウモードを使用すると、ユーザは値の範囲を指定、
検出することができます。値の範囲は、2点のスイッチング
ポイントを指定することによって設定できます。	デフォルト
では例が示すように、測定値が2点の範囲内にある場合、ス
イッチング信号が“High”（SSC	ON）、測定値が定義された範
囲外では、スイッチング信号が“Low”に設定されています。

2点（ヒステリシス）モードは、測定値が指定された方向（上
昇または下降）に移動している場合で、その設定値（しきい
値）に応答する機能を示します。	示されている例では測定物
が図のように下降してSP1値を通過してもSSCは“Low”(SSC	
OFF)のままで、SP2に達した場合にのみ“High”になります。
その後、測定物が再び上昇してもSP2値で反応せずにSP1値
に到達したとき“Low”になります。

SSC SP2

SSC SP1

SSC SP2

SSC SP1

SSC SP2

SSC SP1

ウィンドウモード

SSC SP2

SSC SP1

SSC SP2

SSC SP1

SSC SP2

SSC SP1

SSC SP2

SSC SP1

2ポイント（ヒステリシス）モード



これらの製品の詳細なデータシートは、Contrinexウェブサイトにてご覧になれます:6
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ロジックAND（2番ピン：有効/無効	）

ロジックOR（2番ピン：バイパス機能）

ブール・ロジック
2番ピンを入力チャネルとして設定すると、スマートセンサ（SSC1）出力をSIOモードで動作するスマートセンサ
と組み合わせてブールロジックを実装できます。	示されている例では、スマートセンサがボトルのアルミ製フ
タの存在を監視し、2つ目の光電センサが充填レベルをチェックします。

ロジック　“AND”

ロジック“AND”モードで動作し、セカンダリ
センサからの信号は、スマートセンサを有
効または無効にするために使用されます。
その結果、両方のセンサがトリガーされた
場合にのみ、スマートセンサ出力（OSS1）
が“High”に設定されます。	OSS1の出力信
号は2ミリ秒遅れます。

ロジック　	“OR”

ブール“OR”機能が必要な場合、セカン
ダリセンサからの“High”信号がスマート
センサ信号をバイパスするように設定さ
れ、SSC1出力に上書きされます。	それ以
外の場合、スマートセンサは通常動作し
続けるため、いずれかのセンサがトリガ
ーされると、その出力（OSS1）が“High”に
設定されます。	ここでも、2ミリ秒の遅延が
発生します。

100101

デバイス間の
直接通信

9	 センサ内蔵ロジックにより、センサ間で	
システムロジック構築可能

スマートセンサ 光電センサ
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ロジックXOR（2番ピン：BITE機能）組込みテスト(BITE)機能
SSC2入力チャネルは、セルフテスト機能が必要な場合に使
用できます。	接続されたPLCまたはマイクロコントローラー
からのSSC2のBITE信号は、（i）スマートセンサが正しく機能
しているかどうかを判断するため、および（ii）ターゲットの
有無を確認するために使用されます。

センサから返されたBITEハンドシェイクパルスはその動作
状態を確認し、パルス極性はターゲットの有無を示します。	
センサがハンドシェイクパルスを返さない場合は、デバイス
に欠陥があることを示します。

外部ティーチ（2番ピン：HIGH/LOW信号）

ティーチ機能

ティーチ機能により、しきい値を1つまたは複数を設定することができます。スマートセンサには、SP1およびSP2のデフォ
ルト（工場設定）値がセットされています。	試運転中、ユーザーはローカルに接続されたティーチデバイスまたはリモート
PLCのいずれかを使用して、OSS2を介してスマートセンサと通信します。

ターゲットを最初のセットポイントに配置し、ティーチパルスをONすると、SP1がパルスの立ち上がりエッジで設定され
ます。	ターゲットを2番目のセットポイントに再配置し、ティーチパルスをOFFにすると、SP2がパルスの立ち下がりエッジ
で設定されます。



これらの製品の詳細なデータシートは、Contrinexウェブサイトにてご覧になれます:8

デュアルチャネル

9	 IO-Linkスマートプロファイルにより、制御システムの統合を簡素化
9	 SIOを使用した高速センサ出力

ローカライズされた高速制御

2番ピンのOSS2を有効にすると、ユーザーは高速なSIOとして使用することができます。	すでに述べたよう
に、OSS2はSIOモード動作、入力チャネル、出力チャネルなど設定によりセンサ間通信も可能です。

タイムクリティカルなイベント通知

リモートセンサが範囲外のパラメータ（過熱など）を検出した場合、イベントベースの出力信号が生成され、中
央制御システム（この例ではPLC）に通知され、全体的なシャットダウンが不可欠になります。

センサのOSS2（SIO出力）から高速な通知を直接PLCに送り、IO-Linkチャネルを経由することなく、シャットダ
ウンシーケンスを即座に開始できます。	このスマートセンサのデュアルチャネル機能により、コストのかかる
システム故障が回避され、停止からの復帰時間を最小限に抑えることができます。

分散制御

スマートセンサは、ローカル制御
下でクリティカルではない分散型
プロセスタスクにも使用できます。	
示されている例では、OSS2のロー
カルSIO信号により、PLCを介して
のコマンドルーティングを使用せ
ずに、センサの動作を有効または
禁止します。	この構成は、システム
全体のリソースをほとんど使用せ
ず、センサのステータスを更新す
るためにOSS1上の確認用IO-Link
信号のみを必要とします。

OSS2が出力モードに設定されて
いる場合、スマートセンサは、PLC
とのコマンドルーティングを使用
せずに、ローカルサブシステムの
動作を制御できます。	また、アクチ
ュエーターや電子回路からののシ
ンプルなON/OFF信号により、非イ
ンテリジェントな動作制御を行う
こともできます。

ス
マ
ー
ト
機
能
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設計による時間節約
動きの速いプロセス製造環境では、故障時間が主
なコスト要因になります。	生産の中断は避けられま
せんが、損失時間を最小限に抑えることが重要であ
り、スマートセンサは大きなメリットを提供し、設計
による時間節約が可能です。

プラグアンドプレイ交換

センサの初期試運転が完了すると、各センサの設
定値はローカルIO-Linkマスタに自動的に保存さ
れます。	これにより、同様の設定値（再キャリブレ
ーションを行うことなく）必要に応じてセンサをプ
ラグアンドプレイで交換できます。そのため	セン
サ交換に関連するメンテナンスコストは最小限に
抑えられます。

予知保全機能

9	 自己監視機能によりメンテナンスコストを
削減

9	 プラグアンドプレイでセンサ交換

周期的およびイベントベース通知 検出距離

検出カウンタ

温度

スマートセンサの予知保全機能は、プロセスデータとイベントデータの両方を
使用する方法と、センサ内蔵メモリに保存される累積データを利用する方法が
あります。	これらにより、機器の長期的な動作を監視できるだけでなく、注意が
必要な1回限りのしきい値を越えた信号を検出する事も可能です。

設定しきい値の逸脱動作

センサは、距離、測定回数、および温度の累積データを記録し、それぞれにアラ
ームしきい値が設定できます。	監視対象機器の予想寿命の累積サイクルカウン
ト制限がセンサ内蔵メモリにプログラムされ、設定値を超えると、通常はIO-Link
を介してしきい値アラームがトリガーされますが、代わりに高速SIO出力を使用
することもできます。

距離と温度の場合、各パラメータにそれぞれ単一の制限値を設定し、いずれか
の設定値を超える場合にアラームを発行します。	この場合は高速SIO信号を使
用されることが推奨されます。	以下で説明するように、累積温度測定もパラメ
ターシフトアラームを使用する事ができます。

測定値シフト

長期間の運用で保存された測定値は、時間経過に伴うデータ分布を提供し、期
待平均値を中心とした正規分布を形成します。	例としては、機器の温度（上記の
とおり）や振動の振幅などがあります。

データパターンを把握することにより、時間の経過とともに発生する測定値のシ
フトを認識することができます。	これには、平均値のシフトの場合もあります。た
とえば、しきい値アラームをトリガーするレベルではない程度の温度で持続的
に上昇する場合や、	振動が不安定になり測定値の標準偏差が増加する場合で

す。	いずれの場合も、測定値シフトアラームがトリガーされるため、その対策を講じることができます。



これらの製品の詳細なデータシートは、Contrinexウェブサイトにてご覧になれます:10

ユーザー設定メモリ

インターネット(IOT)
への統合
モノのインターネット（IoT）の出現
により、製造と物流の統合プロセ
スが変わりました。	システム設計
者は、生産ラインと配送センター
の個別コンポーネント（コンベヤ、
アクチュエータ、モータ、センサ、コ
ントローラ、その他の同様のハード
ウェア）でより複雑な機能ユニット
を構成することができます。

ファンクションユニットを使用した
システムでは、個々のコンポーネン
トを識別することは重要です。	間違
ったセンサを取り付けると、広範囲
にわたり問題が生じる可能性があ
ります。	コントリネックス社のスマ
ートセンサを使用すると、センサを
適切な場所に簡単に設置できるた
め、設置のミスを回避することが出
来ます。

任意設定可能データタグ

スマートセンサ内には、3つのリード/ライト可能タグがユーザー定義情報用として用意されています。これらフ
ァンクションタグ、ロケーションタグ、およびアプリケーション固有タグをそれぞれ設定し、アプリケーションまた
はタスクにリンクすることにより、各センサをすばやく簡単に特定できるようにします。	これにより、1つのファン
クションユニットで複数センサを使用する場合、設置とメンテナンスが簡単になります。

タグ名 サイズ	[BYTE] 設定例

ファンクションタグ 32 “Drive”,	“Feed”,	“Forward”

ロケーションタグ 32 “AQ3.1”,	“S45-2”

アプリケーション固有タグ 32 “end	of	motion”,	“piston	#1”,	“fwd	stroke”

ス
マ
ー
ト
機
能

9	 固有センサIDにより、実装のミスを排除
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センサ＆アクセサリ概要

型式 ソケット ケーブル

サイズ	 極数 形状 材質 長さ
S12-4FVG-050 M12 4極 ストレート PVC 5	m
S12-4FVW-050 M12 4極 L型 PVC 5	m
S12-4FUG-050 M12 4極 ストレート PUR 5	m
S12-4FUW-050 M12 4極 L型 PUR 5	m

片側コネクタ付き接続ケーブル**

型式 ソケット ケーブル プラグ

サイズ	 極数 形状 材質 長さ サイズ	 形状
S12-4FVG-050-12MG M12 4 ストレート PVC 5	m M12 ストレート
S12-4FUG-050-12MG M12 4 ストレート PUR 5	m M12 ストレート

取付ブラケット

Tコネクタ

型式 タイプ 対応センササイズ

ASU-0001-120 リミットストップ無し ∅	12	mm
ASU-0002-120 リミットストップ付き ∅	12	mm
ASU-0001-180 リミットストップ無し ∅	18	mm
ASU-0002-180 リミットストップ付き ∅	18	mm

型式 1側接続 2側接続 3側接続

サイズ	 極数 サイズ	 極数 サイズ	 極数
V12-5TPD-000-NN1 M12ソケット 5 M12プラグ 5 M12ソケット 5

**他のケーブル長：2	m、10	m、カスタム仕様

両側コネクタ付きケーブル**

1

2

3

型式 製品番号 ハウジング
サイズ 検出距離 極性 接続

長
距
離
		

50
0シ
リ
ー
ズ

IDWE-M12MP-NMS-A0 330-020-479 M12 0～6	mm PNP 4ピンM12コネクタ

IDWN-M12MP-NMS-A0 330-020-480 M12 0～10	mm PNP 4ピンM12コネクタ

IDWE-M18MP-NMS-A0 330-020-481 M18 0～10	mm PNP 4ピンM12コネクタ

IDWN-M18MP-NMS-A0 330-020-482 M18 0～20	mm PNP 4ピンM12コネクタ

フ
ル
メ
タ
ル
		

70
0シ
リ
ー
ズ
*

IDWE-M12MM-NMS-A0* 330-320-184 M12 0～6	mm PNP 4ピンM12コネクタ

IDWE-M18MM-NMS-A0* 330-320-185 M18 0～10	mm PNP 4ピンM12コネクタ

センサ

*2022年発売



これらの製品の詳細なデータシートは、Contrinexウェブサイトにてご覧になれます:12

産業機器の設計では、安全性や性能を損なうことなくサイクルタイムを短縮することが求められています。空
気圧シリンダの監視では複雑さやコスト増加を抑え、最適な減速プロファイルからのズレを検出する必要が
あります。	各シリンダに組み込まれたコントリネックス社の堅牢なマルチモードスマートセンサは、減速プロ
ファイルの傾向を検出し、費用対効果が高く、フィットアンドフォーゲットソリューションを提供します。

空気圧シリンダ
ピストンの排気量と速度のマルチモード測定

	9 埋込み可能なスマート近接センサは、複数の
センシングモードを提供し、複雑さとコストを
抑制

	9 ワンショットタイマ機能により、最適な減速プ
ロファイルからのズレを特定し、メンテナンス
コストを削減

	9 デュアルチャネル機能により、イベントによっ
てローカルアラームをトリガーできるため、プ
ラント全体のシャットダウンを回避

	9 業界標準のIO-Link接続は、機械制御システム
への単一のインタフェースを提供

	9 温度、運転サイクル数などの予知保全に必要
な累積データを内蔵メモリに記録

	9 センサ設定値のローカル保存により、プラグア
ンドプレイでの交換可能

	9 実績のあるテクノロジーにより、信頼性の高い
フィットアンドフォーゲット操作を保証

特長

適応アプリケーション

	� ピストンの横方向変位の高分解能
測定
	� 時間間隔で繰り返し高速変位測定

	� タイムクリティカルなイベント通知
用の高速通信

	� メンテナンス用、温度、振動、カウン
トデータの活用
	� センサ設定値のローカル保存に
より、プラグアンドプレイでの交換
可能

	� 内蔵メモリ内の累積データによる
速度勾配生成

適
応
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
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ワークステーション間で複数の線形転送を行う高速組立装置を設計する自動化システムの場合、コストを抑えながら速度
と精度を最大化する必要があります。	それらには、重要な領域への高速アプローチと、より低速で高精度の最終位置決め
を提供する単一センサの位置制御ソリューションが必要です。	IO-Link接続と複数のユーザー設定可能出力を備えたコン
トリネックス社のスマート近接センサは、非常に費用効果の高い方法で両方のタスクを実行します。

リニアガイド
リニアステージの完璧な位置制御

	9 堅牢なスマート近接センサは、動作速度を損なうこ
となく、リニアステージの正確な位置決めを保証

	9 単一センサの位置制御システムは、シンプルで高い
費用対効果を実現

	9 コンパクトで埋込み可能なM12センサは、既製のリ
ニアガイドレールに簡単実装可能

	9 業界標準のIO-Link接続は、機械制御システムへの
単一のインタフェースを提供

	9 センサ設定値のローカル保存により、プラグアンド
プレイでの交換可能

	9 実績のあるテクノロジーにより、信頼性の高いフィッ
トアンドフォーゲット操作を保証

特長

	� 高速アプローチかつ信頼性の高い位置
検出
	� 最終段位置決め時の高精度横位置測定

	� センサ設定値は、ローカルIO-Linkマスタ
に自動的にバックアップ

	� IO-Linkスマートプロファイルは、制御シス
テムの統合を簡素化

	�固有センサIDにより、実装のミスを排除	� ユーザーしきい値設定により、正確なウィ
ンドウモード検出可能

適応アプリケーション



これらの製品の詳細なデータシートは、Contrinexウェブサイトにてご覧になれます:14

最新のCNCマシニングセンタは、多くの材料、ワークピース、および切削速度に対応します。	そのため、自動工
具交換を備えたスピンドルは、スループット最適化の鍵になります。	交換した工具が正しくない場合、工具、
ワークピース、またはスピンドルが損傷します。	スピンドル本体に埋め込まれたコントリネックス社のスマー
トセンサは、変更中にツールの位置を監視し、その値が正しくない場合はプロセスを停止と同時にアラーム
を発行します。

スピンドル
限られたスペースでのツール有無確認と位置検出

100101

	� ドローバー位置の正確なリアルタ
イム測定

	� しきい値アラームは、過熱と耐用年
数の終了を通知
	� センサ設定値は、ローカルIO-Link
マスタに自動的にバックアップ

	� セルフテスト機能がセンサの故障
を防止

	� ユーザー設定値により、正確な移動
終了位置の検出を保証

	� タイムクリティカルなイベントの高
速通知

	9 埋込み可能なスマート近接センサはドローバーの
位置を監視し、不完全なツール交換を検出し、シス
テムの損傷を防止

	9 単一センサの位置制御システムは、シンプルで高い
費用対効果を実現

	9 コンパクトで埋込み可能なM12センサは、限られた
スペースに実装可能

	9 業界標準のIO-Link接続は、機械制御システムへの
単一のインタフェースを提供

	9 温度、運転サイクル数などの予知保全に必要な累
積データを内蔵メモリに記録

	9 センサ設定値のローカル保存により、プラグアンド
プレイでの交換可能

	9 実績のあるテクノロジーにより、信頼性の高いフィッ
トアンドフォーゲット操作を保証

特長

適応アプリケーション

適
応
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
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世界のリサイクル業界は、混合金属スクラップの選別と分離のコストを削減しようと絶えず努力しています。	誘導式選別の
導入により、鉄および非鉄材料の高速で移動するラインを1回で識別および分離するために、正確かつ高速で動作するセ
ンサを必要としています。	運搬ベルトのすぐ下に埋込まれたコントリネックス社の堅牢なスマート近接センサは、コンベヤ
ーの全幅にわたって継続的な高速検出を提供します。

リサイクリング
異なる金属材料の高信頼性検出

	9 埋込み型スマート近接センサは、鉄および非鉄金属を検
出し、正確かつ確実に分離を通知

	9 センサの単一アレイは、コンベヤーの全幅にわたって継
続的な検出を提供

	9 スマートセンサは、動きの速いコンベヤー上の材料を容
易に検出

	9 業界標準のIO-Link接続は、機械制御システムへの単一の
インタフェースを提供

	9 温度、運転サイクル数などの予知保全に必要な累積デー
タを内蔵メモリに記録

	9 センサ設定値のローカル保存により、プラグアンドプレイ
での交換可能

	9 実績のあるテクノロジーにより、信頼性の高いフィットアン
ドフォーゲット操作を保証

特長

	� 固有センサIDにより、実装のミスを排除

	� エアナイフアクチュエータとの高速通信

	� 一定距離でのマルチモ
ードターゲット認識

	� 累積サイクル/ターゲットカウントモード
	� しきい値アラームは、過熱と耐用年数の
終了を通知
	� センサ設定値は、ローカルIO-Linkマスタ
に自動的にバックアップ

適応アプリケーション
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クラウド分析

センサ

近接センサ（PNPタイプ）にIO-LINK標準搭載

	� プロセスデータの継続的なモニタ
	� センサ状態を継続的に診断
	� 部品交換のプラグアンドプレイソリューション

コントリネックスセンサとの	
スマート通信

IoTへのスマートセンサ統合

納期及びデザインは予告なく変更する場合があります。

© CONTRINEX  2022

コントリネックス・ジャパン株式会社
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町2-12-3
ワイケイ日本橋ビル5F
TEL:	03-3527-2255
FAX:	03-3527-2257
E-mail:	mailbox@contrinex.co.jp
Web:	www.contrinex.com/ja/

マルチモード高精
度測定

予知保全機能 ユーザー設定メモリ

100101

センサ間直接接続 デュアルチャネルユーザー任意設定出力

組込みテスト(BITE)温度ワンショットストレッチディレイ 検出カウンタ


