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警

告

本 製 品 は、対 象 物 の検 出 を行 うもので、人 体 への事 故 防 止 等 の安 全 確 保
を目 的 とした制 御 機 能 を有 するものではありません。
感電、誤動作防止のため、Ｆ．Ｇ端子を必ず接地（アース）してから、ご使用下さい。

本機は日本国内の法規に基づき製作しているため、日本国内でのみ使用して下さい。
本機を日本国外で使用する場合は、その国の安全規格を遵守する必要があります。

注

意

z

端子台に配線後は感電防止のため、必ず端子台カバーを取り付けて下さい。

z

端子台の配線変更などは、危険防止のため、必ず供給電源を断にして、行って下さい。

z

ヒューズを交換する時は、２５０Ｖ １Ａ タイムラグを、ご使用下さい。 また供給電源を断にした状
態で、ヒューズの交換を行って下さい。

z

使用時の電源 ON の時のセンサとの距離は、１－３項に説明している距離を確保して下さい。

z

付属のプラグ付きＡＣコード（３ｍ）の耐圧は１２５Ｖです。 １２５Ｖを越える電圧では使用出来ませ
ん。

z

本機は自然冷却を行っています。 カバー等をかけると、内部が高温になり正常な動作をしなくな
ります。 本機の冷却を妨げないように使用して下さい。

z

本書の内容については製品改良のため予告なく変更する事があります。
□
□

本取扱説明書を読み、内容を理解してから本機を運転、点検、整備して下さい。
本取扱説明書は、すぐに取り出せる所定の場所に保管して末永く活用してください。
このたびは、ニューセルバー７７を お買い上げいただき、ありがとうございました。
この説明書をよく、お読みのうえ大切に保管してください。
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１．設置時の手順と動作フロー
１－１．設置時の手順

１－２．動作フロー

本機を設置する時の手順例を示します。

本機の通常の使用例を示します。

センサの取付

電源 ON

背面端子部の配線

無監視入力 ON （無監視）

モード・スイッチの設定

準備運転（無監視入力 ON）

センサ設置距離調整

無監視入力 OFF （サンプリング）

使用条件の設定

運転

停止
！

設定値の変更

注意
Ｆ．Ｇは誤動作防止のため

設定値の変更は、電源 ON 後、停止

必ず接地して下さい

出力が解除された時点でも出来ます

電源 ON の時のラムまたは近接体とセンサの距離は１－３項を守って下さい

１－３．電源 ON 時のセンサとの必要な距離
電源 ON 時にセンサが安定に立ち上がるために、ラムまたは近接体とセンサの最小距離は下図に示すｇまた
はｄをｇ＝３０ｍｍ、

ｄ＝１５ｍｍ

g

以上を確保して下さい。
センサ１

センサ１

ラム

ラム
g

センサ２

近接体

g

ｄ

センサ２

１－４．センサの接続
個別監視では、センサ１を前進点の監視に使用します。 センサ２を前進点またはフレの監視に使用します。
平行監視では、センサ１とセンサ２で前進点の監視をします。

出荷時は平行監視に設定しています。

１－５．動作内容の設定について
タイミング、監視方式、センサの接続チェック、補助リレーは、９「背面入出力の接続」⑪モード・スイッ
チで行います。
その他の設定、監視値、切り捨て、サンプリング回数、使用するセンサ、表示の選択等は、６「設置モード」
で行います。

２．表示と操作
２－１．動作時の表示と操作
①

レベルランプ
ランプの説明４－１項「レベルランプ」で説明しています。 センサ１の読取毎に消灯、点灯を繰り返します。
外部タイミング使用時はタイミング信号が ON の時消灯します。 停止出力時は異常ランプと組み合わせて停止理
由を示します。
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②

変差の表示
平行変差とセンサ１の個別変差を表示します。

表示の更新は見やすいように 0.3 秒毎に行っています。

計

算結果が「3.50」を越える時は「F.FF」を表示します。 停止出力時はエラーの発生した側の変差を表示します。
前回値で停止すると停止した時の前回変差を表示して、前回ランプを点灯します。

基準値で停止すると停止し

た時の基準変差を表示して、基準ランプを点灯します。

番号①、②、③・・・は、図の中の①、②、③・・・に対応しています。
ランプが点灯します。

変差の計算が負の時は「－」の

個別監視の表示例で、センサ１の表示は１側（②、④）にします。

センサ２の表

示は２側（③、⑤）にします。

③

変差の表示
センサ２の個別変差を表示します。

表示の更新は見やすいように 0.3 秒毎に行っています。

「3.50」を越える時は「F.FF」を表示します。

計算結果が

停止出力時はエラーの発生した側の変差を表示します。

値で停止すると停止した時の前回変差を表示して、前回ランプを点灯します。

前回

基準値で停止すると停止した時

の基準変差を表示して、基準ランプを点灯します。
モードスイッチの設定が平行監視の時、または設置モードで「センサ１だけ使用」を選択すると「－－－」を
表示します。

④

監視値の表示
個別監視の時は設置モードの表示指定に基づいて、センサ１の監視値を表示します。

下限値表示の時は

「1.23.」のように、１の位に小数点を表示します。
モードスイッチの設定が平行監視の時、または設置モードで「センサ１だけ使用」を選択している時は上限監
視値を表示します。
停止出力時はエラーの発生した側の監視値（前回監視値または基準監視値）を表示して、基準ランプまたは前
回ランプを点灯します。

⑤

無監視の時は「－－－」を表示します。

監視値の表示
個別監視の時は設置モードの表示指定に基づいて、センサ２の監視値を表示します。

下限値表示の時は

「1.23.」のように、１の位に小数点を表示します。
モードスイッチの設定が平行監視の時、または設置モードで「センサ１だけ使用」を選択している時は下限監
視値を表示します。
停止出力時はエラーの発生した側の監視値（前回監視値または基準監視値）を表示して、基準ランプまたは前
回ランプを点灯します。

⑥

無監視の時は「－－－」を表示します。

監視／無監視の切り替えキー
平行監視と個別監視のセンサ１の「監視、無監視」の切り替えをします。

無監視の時は「－－－」を表示し

ます。
モードスイッチの設定が平行監視の時、または設置モードで「センサ１だけ使用」を選択している時は、この
キーが有効になります。
切り替え５秒後に状態をメモリに記録します。

５秒以内に電源を OFF にすると現在の状態を記録しません。
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⑦

監視／無監視の切り替えキー
個別監視の時、センサ２の「監視、無監視」の切り替えをします。
切り替え５秒後に状態をメモリに記録します。

無監視の時は「－－－」を表示します。

５秒以内に電源を OFF にすると現在の状態を記録しません。

モードスイッチの設定が平行監視の時、または設置モードで「センサ１だけ使用」を選択している時は、この
キーは受け付けません。

⑧

異常ランプ
平行監視とセンサ１で停止出力が出た時点灯します。

停止出力を解除すると消灯します。

停止出力時の説明は「２－２」項を参照して下さい。

⑨

異常ランプ
平行監視とセンサ２で停止出力が出た時点灯します。

停止出力を解除すると消灯します。

停止出力時の説明は「２－２」項を参照して下さい。

⑩

リセットキー
停止出力を解除します。

⑪

停止出力が出ている時、リセットキー以外は操作出来ません。

設置キー
設置キーを押すと設置モードに入ります。

センサの設置調整、監視値の変更、切り捨てサンプリング回数の

設定値の変更を行う、設置モードに入る時に使用します。
通常の動作に戻ります。

⑫

再度押すと設置モードを終わり設定値を記録して、

詳細は「設置モード」の項を参照して下さい。

サンプリング・スタートキー
このキーを押すとサンプリングを開始します。

切り捨て、サンプリングを行い、通常動作に戻ります。

サンプリング中に、このキーを押すとサンプリングを再度「切り捨て」から行うか、サンプリングを中止して、
通常動作に戻るかを設置モードで、選択出来ます。

⑬

基準／前回キー
基準表示と前回表示の切り替えをします。
示します。

態をメモリに記録します。

⑭

基準表示では基準ランプが点灯して、基準変差と基準監視値を表

前回表示では前回ランプが点灯して、前回変差と前回監視値を表示します。

切り替え５秒後に状

５秒以内に電源を OFF にすると現在の状態を記録しません。

基準ランプ
変差の表示と監視値の表示が「基準」表示の時、点灯します。

⑮

前回ランプ
変差の表示と監視値の表示が「前回」表示の時、点灯します。

２－２．停止出力時のランプ
平行監視エラーでは異常ランプが２個共点灯します。 個別監視では、１側の異常ランプの点灯でセンサ
１側のｴﾗｰ、２側の異常ランプ点灯でセンサ２側のエラーを示します。
前回ランプの点灯で前回変差エラー、基準ランプの点灯で基準変差エラーを示します。
レベルランプのＨＩまたはＬＯが点灯して、基準ランプが点灯するとセンサの読み取り範囲から外れたこ
とを示します。センサのレベル異常では平行監視、個別監視共に同じ状態を示します。
前回平行変差停止

異常

センサ２基準変差停止

基準

①

基準

HI
OK ﾚﾍﾞﾙ

HI
OK ﾚﾍﾞﾙ
LO

異常

異常

前回

LO

センサ２読み取範囲外

異常

基準

異常

前回

HI
OK ﾚﾍﾞﾙ
異常

前回

LO

２－３．サンプリングの表示と操作
レベルランプ（サンプリング）
切り捨て期間中と無監視入力時は、ＨＩとＬＯのレベルランプが点灯して、無監視状態を示します。 センサ
１の読み取り毎に点灯、消灯を繰り返します。 外部タイミング使用時はタイミング信号が ON の時消灯します。
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② 「Ｃ」の表示（サンプリング）
切り捨て（CUT）の意味の「Ｃ」を表示します。

③

「Ｓ」の表示
サンプリング（Sampling）の意味の「Ｓ」を表示します。

番号①、②、③・・・は、図の中の①、②、③・・・に対応しています。 サンプリングスタートキーを押
した時、無監視入力が解除になり、サンプリングモードに入った時に表示します。 切り捨て期間中は「無監
視」になります。 サンプリング期間中「前回監視」を行うか、「無監視」にするかを「設置モード」で、選
択出来ます。

④

切り捨て回数の表示
切り捨て回数を表示します。

⑤

設定値からカウントダウンして、０になるとサンプリングに移ります。

サンプリング回数の表示
サンプリング回数を表示します。

設定値からカウントダウンして０になると読み取り値の和の平均を求め、

基準監視の基準値として記録して、通常動作に戻ります。

⑥

サンプリング・スタートキー
サンプリングモードに入って、このキーを押すと現在のサンプリングを取り消して、再度切り捨てから始める
か、通常動作に戻るかを設置モードで選択出来ます。
ードから抜け出る方法はありません。

「再度切り捨てから始める」と指定した時は、このモ

サンプリングを中止したい時は機械を停止して、電源を OFF にして、

再度立ち上げる方法しかありません。
注意） サンプリングで求めた値がセンサの設置範囲を外れたり、センサが測定範囲を外れると停止出力を出して、
通常の動作に戻ります。 この時のサンプリングは無効になり、それまでに記憶している基準値になります。

２－４．サンプリングの合格範囲と監視範囲
６．０

５．５

５．０

レベルＨＩ

センサ設置中心
３．０

サンプリング合格範囲

検出範囲

２．０

１．５

単位ｍｍ
０

レベルＬＯ
検出範囲

センサ測定範囲

切り捨て期間中はセンサの読み取り値が 1.5～5.5mm のセンサの測定範囲にあるか監視をします。サンプリング
中は設置モードの設定で「前回監視」または「無監視（切り捨て時と同じ）」に出来ます。サンプリング終了時に
基準値の計算をします。

この値が図の合格範囲を外れた値、 5.0mm を越えている時、2.0mm 以下の時、エラーを
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発生した側に下記表示を出し異常ランプを点灯して、停止出力を出します。
5.0mm を越えている →

レベルランプＨＩ、基準ランプ点灯、表示「

2.0mm 以下

→

Ｓ．Ｅｒｒｏｒ」

レベルランプＬＯ、基準ランプ点灯、表示「－Ｓ．Ｅｒｒｏｒ」

この状態では正しい使用状態の基準値が得られないため、基準監視を出来ません。
リング合格範囲に入るように再度調整して下さい。

センサの取付状態をサンプ

「基準監視をしない」設定では、サンプリング終了時に基準

値の計算を行わないため、停止出力を出しません。

３．キーの機能
動作状態でキーを押して、すぐに受け付ける設定と３秒間押し続けて、押したと判断する設定を「設置モード」の
設定で、選択出来ます。

（）内は設置モードの時のキーの機能を表します。

３秒押し続けて受付に設定すると誤って瞬間的にキーに触れる状態が発生しても、すぐに操作状態にならないため、
通常の動作状態では、この設定をおすすめします。

リセット
（番号）

停止出力の解除をします。

停止出力の解除の時は３秒の遅延はありません。

設置モードの時、番号を＋１します。

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｽﾀｰﾄ
（▲）

サンプリングを開始します。

サンプリング中の機能は２－３項⑥を参照して下さい。

設置モードの時、数値を＋１します。 数値の設定では、押し続けると連続して＋１します。

基準／前回
（▼）

変差の表示と監視値の表示の基準、前回の切り替えをします。

設置

センサの設置、監視値の変更、切り捨てサンプリング回数の変更等を行う「設置モード」に入りま

設置モードの時、数値を－１します。

す。

数値の設定では、押し続けると連続して－１します。

再度押すと設定した値を記録し「設置モード」を終了して、通常の動作に戻ります。

１側監視／無監視 １側の「監視、無監視」の切り替えを行います。 無監視の時は「－－－」を表示します。
（１側）
設置モードの時、１側の入力指定キーになり、基準ランプが点灯します。
２側監視／無監視 ２側の「監視、無監視」の切り替えを行います。 無監視の時は「－－－」を表示します。
（２側）
設置モードの時、２側の入力指定キーになり、前回ランプが点灯します。
４．ランプ
４－１．レベルランプ
動作時のセンサのレベルと一時的な無監視状態の表示をします。 センサ１の読取毎に点灯、消灯を繰り返し
ます。外部タイミング使用時は、タイミング信号が ON の時に消灯します。 無監視状態になった時（無監視入
力が入った時、初回読み取り時の前回監視、サンプリング時等）にＨＩとＬＯのランプが共に点灯して、無監
視状態を示します。
停止出力時のレベルランプ
６．０

５．５

単位ｍｍ
０

１．５

ＨＩランプ： 読み取り値が 5.5mm～6.0mm
の範囲にある時、点灯します。
ＯＫランプ： 読み取り値が 1.5mm～5.5mm
の範囲にある時、点灯します。

ＨＩランプ点灯

ＯＫランプ点灯

ＬＯランプ点灯

ＬＯランプ：

読み取り値が 1.5mm 以下

の時、点灯します。

センサ測定範囲

４－２．基準ランプ
基準変差を表示している時に点灯します。

「設置モード」で、１側の変更を指定した時に点灯します。

４－３．前回ランプ
前回変差を表示している時に点灯します。

「設置モード」で、２側の変更を指定した時に点灯します。

４－４．１側、２側異常ランプ
停止出力が出た時、点灯します。
異常ランプの組み合わせで、エラー内容を表します。
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２－２項を参照して下さい。

５．監視の方式と方法
センサ１とセンサ２の平行値（傾きの度合い）で監視する平行値監視とセンサ１とセンサ２が独立して、別々に
監視をする個別監視の方式があります。

監視方式はモードスイッチ２で指定します。

変差の計算方法により、前回差監視と基準値監視があります。
す。

停止の判断は前回監視、基準監視の順で行います。

側の表示をします。

本機は前回差監視と基準値監視を同時に行いま

停止時の表示は表示指定に関係なく、異常を発生した

基準監視をしない設定では（設置ﾓｰﾄﾞ番号１３で指定）、前回監視だけを行います。

５－１．平行値監視
モードスイッチ２の設定がＯＦＦの時、平行監視を行いま
す。

A

B

D

C

センサ１とセンサ２の傾きの度合いすなわち平行値で監視
を行います。
計算方法は
センサ１の変差－センサ２の変差＝平行変差
で、行っています。

ｾﾝｻ2 ｾﾝｻ1

図Ａはセンサ１とセンサ２に対して、平行状態のため差は

ｾﾝｻ2 ｾﾝｻ1

０で、表示は０になります。
図Ｂは図Ａからセンサ１の値がＤ増加して、センサ２の値
がＣ減少するため、表示は Ｄ－（－Ｃ） となり＋側に増加
します。

５－２．個別監視
モードスイッチ２の設定がＯＮ時、個別監視を行います。

センサ１とセンサ２が別々に監視をします。

ただし、センサ１で１回読み取る間に、センサ２で２回読み取るような回数の異なった使用方法は出来ません。

５－３．前回差監視
今回と前４回の変差の平均値との差、今回と前回の差を比較して、絶対値の大きい方を今回の変差にします。
求めた値が前回監視値を越えていないかを調べて、越えていれば停止出力を出します。

前回値との差を求める

ため、最初の１回は無監視になります。

５－４．基準値監視
今回とサンプリング（1～100 回）で読み取った値の平均値（基準値）との差（基準変差）が基準監視値を越え
ていないかを調べて、越えていれば停止出力を出します。

６．設置モードの操作と設定範囲
「設置モード」に入ると無監視状態になります。

このモードに入る時は機械を停止してください。

「設置モード」に入る時は無監視状態になるため、１秒間停止出力を出します。（停止出力を出さない選択も出
来ます）

注意） 設置モードで「設定した値」は、設置モードを終了する時に記憶します。 終了しないと値は記憶しませ
ん。

６－１．設置モードの操作全般
設置キーを押すと設置モードに入ります。

設置モードではキーの枠外の名称になります。

設置モードを終わる時、再度このキーを押します。

設定した値を記録して、通常の動作に戻ります。

番号の切り替えは、番号キー（リセット）を押して、番号を＋１します。
数値セットの時、▲（サンプリング・スタート）、▼（基準／前回）キーを押し続けると連続して、変化
します。
１側の変更は「１側」（上側）の「監視／無監視」キーを押します。 基準ランプが点灯して▲、▼キーで
「１側」の数値の変更が出来ます。
２側の変更は「２側」（下側）の「監視／無監視」キーを押します。 前回ランプが点灯して▲、▼キーで
「２側」の数値の変更が出来ます。
番号８以降を「表示しない」設定にすると番号７の次は番号１を表示します。 この設定の時、番号５で
番号８を表示する操作を行うと番号８を表示します。
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操作方法は、番号５を参照して下さい

６－２．設定の操作と範囲
番号１

平行監視とセンサ１の個別監視の前回監視値の設定

◇ 上限監視値の設定（１側）：
説明） 平行監視とセンサ１の個別監視の上限前回監視値を設定します。
操作）

１側の監視／無監視キーを押します。
設定範囲

◇

基準ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

０～３．５０ｍｍ

デフォルト ０．２０ｍｍ

下限監視値の設定（２側）：
説明） 平行監視とセンサ１の個別監視の下限前回監視値を設定します。
操作）

２側の監視／無監視キーを押します。
設定範囲

番号２
◇

センサ２の個別監視の前回監視値の設定
説明）

センサ２の個別監視の上限前回監視値を設定します。

操作）

１側の監視／無監視キーを押します。

番号３

説明）

センサ２の個別監視の下限前回監視値を設定します。

操作）

２側の監視／無監視キーを押します。

デフォルト ０．２０ｍｍ

前回ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

０～３．５０ｍｍ

デフォルト ０．２０ｍｍ

平行監視とセンサ１の個別監視の基準監視値の設定

上限監視値の設定（１側）：
説明）

平行監視とセンサ１の個別監視の上限基準監視値を設定します。

操作）

１側の監視／無監視キーを押します。
設定範囲

◇

基準ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

０～３．５０ｍｍ

下限監視値の設定（２側）：

設定範囲

◇

デフォルト ０．２０ｍｍ

上限監視値の設定（１側）：

設定範囲
◇

前回ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

０～３．５０ｍｍ

基準ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

０～３．５０ｍｍ

デフォルト ０．５０ｍｍ

下限監視値の設定（２側）：
説明）

平行監視とセンサ１の個別監視の下限基準監視値を設定します。

操作）

２側の監視／無監視キーを押します。
設定範囲

番号４

前回ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

０～３．５０ｍｍ

デフォルト ０．５０ｍｍ

センサ２の個別監視の基準監視値の設定

◇ 上限監視値の設定（１側）：
説明）

センサ２の個別監視の上限基準監視値を設定します。

操作）

１側の監視／無監視キーを押します。
設定範囲

◇

基準ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

０～３．５０ｍｍ

下限監視値の設定（２側）：
説明）

センサ２の個別監視の下限基準監視値を設定します。
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デフォルト ０．５０ｍｍ

操作）

２側の監視／無監視キーを押します。
設定範囲

番号５

前回ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

０～３．５０ｍｍ

デフォルト ０．５０ｍｍ

センサの設置調整

１側にセンサ１の距離を２側にセンサ２の距離を単位ｍｍで表示します。
時に使用します。

表示範囲

1.50～5.50ｍｍ

設置ＯＫの範囲に入るとＯＫのレベルランプが点灯します。
ンプが点灯します。

７－３－３項センサの距離調整の

設置範囲 2.00～5.00ｍｍ

センサと近接体の距離が近いとＬＯのレベルラ

センサと近接体の距離が遠いとＨＩのレベルランプが点灯します。

１側の監視／無監視キーを押すと基準ランプが点灯して、センサ１のレベル表示をします。

２側の監視／無

監視キーを押すと前回ランプが点灯して、センサ２のレベル表示をします。
距離表示はセンサから離れた位置から接近すると正しく表示します。
３０秒を限度として、一度センサから 30mm 以上離してから、再度接近して下さい。
表示しない番号

２側の「監視／無監視」キーを押します。

８への移り方

サンプリング・スタートキーを押します。
「基準／前回」キーを３秒押し続けると番号８を表示します。

番号６

基準値の表示とセンサ距離のダイナミック表示

基準値の表示（静止時）
番号６を表示した時、サンプリングで記録した、センサ１の基準値を１側に、センサ２の基準値を２側に表示
します。
１側の監視／無監視キーで、基準ランプが点灯して、センサ１の基準値を表示します。

２側の監視／無監視

キーで、前回ランプが点灯して、センサ２の基準値を表示します。
デフォルトの基準値

センサ１

３．００ｍｍ､

センサ２

３．００ｍｍ

センサ距離のダイナミック表示（動作時）
機械を動かすと１側にセンサ１、２側にセンサ２の読み取り値を単位ｍｍで表示します。
するため、７－３－３項センサの距離調整の確認に使用します。

動作時の値を表示

材料投入時の値が 2.00～5.00ｍｍのセンサ設

置範囲に入っているか、材料無しの値が 1.50～5.00ｍｍ の範囲に入っているかの確認をします。 機械を停止し
て、監視／無監視キーを押すと記録している基準値を表示します。

番号７

表示の更新は 0.3 秒毎に行っています。

監視値の表示
個別監視の時にセンサ１、センサ２の監視値の表示を上限監視値にするか下限監視値にするかを指定します。

◇ １側の監視値の表示指定（１側）：
説明）

１側に表示する監視値を上限の監視値にするか、下限監視値にするかを指定します。

操作）

１側の監視／無監視キーを押します。
０：

下限監視値を表示します

基準ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。
１：

上限の監視値を表示します デフォルト

１

◇ ２側の監視値の表示指定（２側）：
説明）

２側に表示する監視値を上限の監視値にするか、下限監視値にするかを指定します。

操作）

２側の監視／無監視キーを押します。
０：

番号８

下限監視値を表示します

前回ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。
１：

上限の監視値を表示します デフォルト

１

切り捨て、サンプリング回数の設定

◇ 切り捨て回数の設定（１側）：
説明）

切り捨て回数を設定します。

操作）

１側の監視／無監視キーを押します。
設定範囲

基準ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

０～１００回

デフォルト １０回

◇ サンプリング回数の設定（２側）：
説明）

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ回数を設定します。

操作）

２側の監視／無監視キーを押します。
設定範囲

注意）

「番号８以降は表示しない」設定にすると表示しません。
す。

番号９

前回ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

１～１００回

使用するセンサとキーの３秒遅延

◇ 使用するセンサの指定（１側）：
8

デフォルト １０回
番号５で番号８を表示する操作を行いま

説明）

センサ１とセンサ２の両方を使用するか、センサ１だけを使用するかの指定をします。

「センサ１だけを使用」を選択する時は必ずモードスイッチ２を「ＯＮ」にして、個別監視を指定し
て下さい。
操作）

１側の監視／無監視キーを押します。
０：

基準ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

センサ１、２を使用

１：

センサ１を使用 デフォルト

０

◇ キーの受付遅延（２側）：
説明） キーを押すと直ちに受け付けるか、３秒間押し続けて受け付けるかを選択します。 この設定は通
常の動作時に働きます。
操作）

２側の監視／無監視キーを押します。
０：

番号１０

３秒遅延解除

前回ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。
１：

３秒遅延

デフォルト ０

電源 ON 時に監視で立ち上げと監視／無監視キーの受付禁止

◇ 電源 ON 時に監視で立ち上げ（１側）：
説明）

電源を ON した時、常に監視で立ち上げるか、「監視／無監視」の設定に基づいて立ち上げるか
を指定します。

操作）

「無監視」で「０」を指定すると電源 ON 時「無監視」になります。

１側の監視／無監視キーを押します。

０： 「監視／無監視」の設定に従う

１：

基準ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

設定に無関係に常に「監視」にする

デフォルト

１

◇ 監視／無監視キーの受付禁止（２側）：
説明） 通常動作時に「監視／無監視」の切り替えが出来るか、禁止にするかを選択します。 「０」にす
ると電源 ON 時の設定のままになり、切り換え操作を出来ません。 無監視では、「無監視」のままに
なります。
操作）
０：

２側の監視／無監視キーを押します。

監視／無監視の切り替えを禁止

番号１１

１：

前回ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

監視／無監視の切り替えが出来る

デフォルト １

１秒停止出力と外部タイミング信号の選択

◇ １秒停止出力（１側）：
説明）

監視状態で設置キーを押して設置モードに入った時、運転中の機械を停止する、１秒間の停止出
力の「出す、出さない」の選択をします。

操作）
０：

１側の監視／無監視キーを押します。

１秒間の停止出力を出さない

１：

基準ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

１秒間の停止出力を出す

デフォルト １

◇ タイミング信号の接点選択（２側）：
説明）

外部タイミング信号発生機が N.O タイプか N.C タイプかの指定になります。
Ｎ．Ｏ の場合、タイミング信号端子のＨ－Ｃ間がクローズの時、信号有りと判断します。
Ｎ．Ｃ の場合、タイミング信号端子のＨ－Ｃ間がオープンの時、信号有りと判断します。

操作）
０：

番号１２
◇

２側の監視／無監視キーを押します。

Ｎ．Ｃ

タイプの信号発生機

前回ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

１： Ｎ．Ｏ

タイプの信号発生機

デフォルト １

無監視入力解除時のサンプリングと設定番号の表示

無監視入力解除時のサンプリング（１側）：
説明）

無監視入力が解除になった時、切り捨て、サンプリングを「する、しない」の選択をします。

操作）

１側の監視／無監視キーを押します。

０：

サンプリングを行わない

１：

基準ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。
サンプリングを開始する

デフォルト １

◇ 番号の表示（２側）：
説明） 通常操作時に番号８～１５の表示を「する、しない」の選択をします。 「０」と指定すると番号
７の次は番号１を表示して、番号８～１５を表示しません。

番号５で番号８を表示する操作をし

ます。
操作）

２側の監視／無監視キーを押します。
０：

番号１３

前回ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

番号８～１５を表示しない １：

全部の番号を表示する

デフォルト １

サンプリング後監視に自動切換え、基準監視を「する、しない」の設定

◇ サンプリング後監視に自動切換え（１側）：
説明）

「０」に設定しておくとｻﾝﾌﾟﾘﾝグﾞ終了後、自動的に監視に切り替わります。

停止出力を解除す

ると自動的に無監視に切り替わります。 この機能は番号１０「電源 ON 時に監視で立ち上げ」を「０」
に設定すると有効になります。 番号１４，１５の内容と関連するため、６－３項で説明しています。
操作）

１側の監視／無監視キーを押します。
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基準ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

０：ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ後「監視」に自動切り換え

１：自動切換えをしない

デフォルト

１

◇ 基準監視を「する、しない」の設定（２側）：
説明）

「前回監視と基準監視」の両方を行うか「前回監視」だけを行うかの選択をします。
「前回監視」だけを行う「０」に設定すると基準変差は常に「０」を表示します。

操作）

２側の監視／無監視キーを押します。

０：前回監視だけを行う

番号１４
◇

前回ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。

１：前回監視と基準監視の両方を行う

デフォルト

１

カウント０で監視に切り替えと切り替えるカウントの設定

カウント０で監視に切り替え（１側）：
説明） 設定したカウント数のストロークだけ無監視で、カウントが０になると自動的に監視に切り替える
かサンプリングを開始するかを指定します。

停止出力を解除すると無監視に切り替わり、カウント

ダウンを開始します。
この機能は番号１０「電源 ON 時に監視で立ち上げ」と番号１３の「サンプリング後監視に自動切
換え」を共に「０」に設定すると有効になります。

番号１３，１５の内容と関連するため、６－３

項で説明しています。
操作）

１側の監視／無監視キーを押します。
０：サンプリングに切り替わる

基準ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。
１： 監視に切り替わる

デフォルト

１

◇ 切り替えるカウント数の設定（２側）：
説明） 無監視から監視に切り替えるカウント数（ストローク数）を指定します。 ストローク毎にカウン
トダウンして、カウント値が０になった時、サンプリングまたは監視に自動的に切り替えます。 リ
セット操作後のカウントダウン中の監視値の表示は無監視「－－－」になります。
操作） ２側の監視／無監視キーを押します。 前回ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。
カウント数

番号１５

１～９９９

デフォルト

１０

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ時に監視を「する、しない」の設定とｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞキーの機能

◇ サンプリング時の監視、無監視（１側）：
説明）

切り捨てを終わり、サンプリングに入った時、前回監視を「する、しない」の指定をします。

操作）

１側の監視／無監視キーを押します。
０：無監視のまま

基準ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。
１：前回監視をする

デフォルト

１

◇ サンプリング・スタートキーの機能（２側）：
説明） サンプリングﾓｰﾄﾞに入ってから、サンプリング・スタートキーを押すと再度切り捨てから始めるか、
サンプリングを取り消して通常動作に戻るかの指定をします。
グから抜け出る方法はありません。

「１」と指定した時は、サンプリン

サンプリングを中止したい時は、機械を停止して、電源を一度

OFF にして、再度立ち上げる方法しかありません。
操作）

２側の監視／無監視キーを押します。

０：サンプリングを取り消して、通常動作に戻る

デフォルト

無監視

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

ｽﾀｰﾄ

切り捨て

＝１ 前回監視をする

サンプリング

１

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｽﾀｰﾄｷｰ

＝０ 無監視のまま

電源 ON

監視

前回ランプが点灯して、▲、▼キーで変更します。
１：再度切り捨てから始める

切り捨て

サンプリング
＝０

＝１
監視

６－３．番号１３，１４，１５の関係
番号１０の「電源 ON 時に監視で立ち上げ」を「０」、番号１３「サンプリング後監視に自動切換え」を「０」
に設定した時、番号１４と番号１５の設定の関係を図に示します。
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無監視に自動切換

番号 10=0
番号 13=0

番号 15=0 無監視

無監視

番号 15=1 前回監視

監視

リセット

番号 14=0
切り捨て

ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ
電源 ON

監視に

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

無監視

無監視

切り替え

停止出力

番号１４＝１
番号１３の設定は「監視、無監視」に自動切換えの「する、しない」の選択になります。
番号１４はカウントが０になると自動的に監視に切り替える時、サンプリングを「する、しない」の設定にな
ります。
番号１５はサンプリング中に前回監視を「する、しない」の設定になります。

７．センサの設置
７－１．周囲金属の影響

０

センサ部を金属内に埋め込む時は、

０

図に示した値以上で、ご使用下さい。

４２φ
３０

７－２．センサの略寸法と締め付けトルク
締め付け強度（トルク）
３０

２４

１５Ｎ．ｍ（１５０ｋｇｆ・ｃｍ）

２７

２５

２００±１０

４φ
４
９

センサ部のナットは過大な力
で締め付けないで下さい。

４
１８

４．１φ

締め付け時は必ず添付の歯付

Ｍ１８×１

座金を使用して下さい。

２３

４

５

７－３．センサの設置例

センサ１

７－３－１．前進点の監視例
センサ１とセンサ２で、前進点を監視します。

ラム

センサ２

平行監視、個別監視いずれでも使用出来ます。
図では近接体を使用しています。
センサの距離調整は７－３－３を参照して下さい。
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動く方向

前進点

７－３－２．前進点とフレの監視例
個別監視で使用します。
センサ１で、前進点の監視をします。
ラムを使用しています。
す。

図では近接体に、

動く方向

センサ２で、フレの監視をしま

図では距離検出に近接体を使用しています。

前進点
センサ１

ラム

ラム

が前進点に達した時、センサ２の正面に近接体が来るよう
に近接体とセンサ２を取り付けます。

近接体
センサ２

センサの距離調整は７－３－３を参照して下さい。
注意） ラムが前進点に達した時、近接体がセンサ２を通過するよ
うな取付方法では、正常な監視動作をしません。

７－３－３．センサの距離調整
設置モードに入り、センサの設置距離を表示します。 ラムを前進点位置に進め、ラムまたは近接体とセンサ
の距離ｇを前進点、フレ共 3.00ｍｍに合わせます。

近接体

差を求めて、動作時の距離が正しい値になるように、静止時
の距離に差を加えた、補正値にセンサの距離を調整します。
静止時の距離表示は前進点の検出ではセンサから、３０
ｍｍ以上離れた位置から接近した時、正しい値を表示しま

前進点の監視

g

g
センサ

フレの監視

実際の動作時の距離を確認するため、設置モードのセンサ
距離のダイナミック表示で、表示する距離と静止時の距離の

ラム
近接体

センサ

す。
フレ検出では近接体を１５ｍｍ以上離れた位置から、セ
ンサの正面に動かして下さい。
注意）

この調整は３０秒を限度として、前進点の検出では、一度３０ｍｍ以上センサから離す操作を行って下
さい。
フレの検出では、１５ｍｍ以上離す操作を行って下さい。

注意） 本機の電源を ON する時、１－３項で説明したように、前進点の検出では、ラムまたは近接体とセンサの
距離を３０ｍｍ以上離した位置で行って下さい。 フレの検出では、近接体の側面とセンサの側面の距離
を１５ｍｍ以上離して行って下さい。

８．外部タイミング信号の接続
無電圧オープンコレクタ出力の外部タイミングを使用す
る時の接続例を示します。

＋Ｖ

本機のＤＣ１２Ｖ出力電流は

最大２５ｍＡとなっています。

＋

最大消費電流２５ｍＡ以

DC12V

下の近接スイッチを使用して下さい。

－
出力

注意
本機のＤＣ１２Ｖ出力電流は最大２５ｍＡになっていま
す。
２５ｍＡを越える使用は本機にダメージをあたえ、正常

回 近
路 接
ス
イ
ッ
チ

Ｈ

０Ｖ
Ｃ

な動作をしなくなります。
設置モードの設定で、N.O タイプ N.C タイプ、いずれの
出力でも使用出来ます。

12

９．背面入出力の接続
背面の接続の説明をします。

①

番号①、②、③・・・は、図の中の①、②、③・・・に対応しています。

ＡＣ入力
ＡＣ１００～２２０Ｖ

５０／６０Ｈｚの商用電源を接続します。

注意） 付属のＡＣコードは、耐圧１２５Ｖになっています。 付属のＡＣコードは、電源１２５Ｖ以
上では使用出来ません。

１２５Ｖ以上で使用する時は、別にＡＣ３００Ｖ耐圧のＡＣコード

を使用して下さい。

②

Ｆ．Ｇ
接地線を接続します。

③

この端子は必ず接地線を接続して、使用して下さい。

停止出力
リレーの接点出力に、なっています。

停止出力を N.C-C､または N.O-C に接続します。

接点容量（AC250 3A 抵抗負荷の場合）

④

補助出力
リレーの接点出力に、なっています。

警報ランプ等を N.O－C､または N.C－C に接続します。

接点容量（AC250V 3A 抵抗負荷の場合）
補助出力はモード・スイッチ４の設定で、停止出力としても使用できます。
停止出力として使用する時、N.O－C 端子を N.C－C として、N.C－C 端子を N.O－C として、使用します。

⑤

DC12V 出力
外部タイミング用の電源で、DC12V 25mA まで、使用できます。

使用電流は 25mA を越えないようにして下さ

い。
25mA を越えると本機にダメージを与えて、正常に働かなくなります。

⑥

タイミング入力
外部タイミング信号を接続します。

タイミング信号は本機専用として使用し、他との共用は出来ません。

設置モードの設定で、Ｎ．ＯタイプＮ．Ｃいずれの出力でも使用できます。

⑦

Ｎ．Ｏ

出力

クローズ： ＯＮ

オープン： ＯＦＦ

Ｎ．Ｃ

出力

オープン： ＯＮ

クローズ： ＯＦＦ

リセット入力
無電圧入力になっています。

接点出力を使用出来るように、50ms のタイムディレーを設けています。

シーケンサーを用いる時のリセット出力時間は 100ms 以上出力して下さい。
オープン： OFF

⑧

クローズ： リセット

無監視入力
無電圧入力になっています。

接点出力を使用出来るように、50ms のタイムディレーを設けています。

シーケンサーを用いる時の出力時間は 100ms 以上出力して下さい。
オープン： 監視
クローズ： 無監視
この端子をクローズにすると監視動作時、無監視になります。

この端子がクローズからオープンに変化する

とサンプリングを開始します。（設置モードで、サンプリングを禁止する事も出来ます）
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⑨

電源スイッチ
本機の電源の ON、OFF をします。 電源を続けて ON､OFF する時は、電源 OFF 後１０秒待ってから ON して下さ
い。

⑩

ヒューズ
２５０Ｖ

⑪

１Ａ

タイムラグのヒューズを使用します。

モード・スイッチ
モード・スイッチの設定は電源 ON 時に読み取ります。
モード・スイッチの設定を変更する時は、一度電源を OFF にして、スイッチの変更をして下さい。
向かって左から順に１、２、３、４となっています。
・スイッチ１

タイミングの選択

ＯＦＦ：外部タイミング信号を使用しない
・スイッチ２

出荷時の設定はすべて OFF になっています。

ＯＮ：外部のタイミング信号を使用する

監視方式の選択

内容は、５項の「監視方式と方法」の項に説明しています。
ＯＦＦ：平行監視をする
ＯＮ：個別監視をする
・スイッチ３

電源 ON の時に、センサの接続チェックを「する、しない」の指定をします。

ＯＦＦ：センサのチェックをする

ＯＮ：センサのチェックをしない

注意） スイッチ３を ON「センサのチェックをしない」の設定で使用するとセンサを接続してい
なくても停止出力は解除されて、本機の監視機能が働かない状態で機械を運転出来ます。
センサを接続しないで、設置モードの内容を変更する時に使用するためのもので、通常の
監視状態で使用する時は、このスイッチを OFF にして「電源 ON 時にセンサの接続チェックを
する」設定で使用することをお勧めします。 電源 ON 時にセンサの出力が異常の時は、停止
出力が解除されず「-FFF」の表示と LO のレベルランプがフリッカします。
モード・スイッチの設定例
・スイッチ４

補助出力リレーを停止出力と同

じ動きに「する、しない」の選択を
します。
ＯＦＦ：補助出力として使用する
ＯＮ：停止出力として使用する
（ＯＮにした時の接続は補助出力の説明

モード

モード
OFF

OFF

ON 1 2 3 4

ON

モード
OFF
ON 1 2 3 4

1234

１ タイミングなし

１ 外部タイミング

１ タイミングなし

２ 平行監視

２ 平行監視

２ 個別監視

３ センサ接続チエック

３ 接続チエックしない

３ 接続チエックしない

４ 補助出力として使用

４ 補助出力として使用

４ 停止出力として使用

を参照して下さい）

⑫

センサ１接続コネクタ
付属の専用５ｍケーブルを介して、センサ（ＲＳ－１０１Ｈ）を接続します。

⑬

センサ２接続コネクタ
付属の専用５ｍケーブルを介して、センサ（ＲＳ－１０１Ｈ）を接続します。
注意

端子台に配線後は安全のため、端子台に付いている、カバーを付けて下さい

１０．外部タイミング信号の判断
外部から与えるタイミング信号は、図のようにセンサの検出位置
に入った時、タイミング信号の有無を判断して、処理を行います。

タイミング信号判定位置
センサ出力
検出位置
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１１．制御部接続例

制御部の接続の１例を示します。 リセット入力と無監視入力の読み取りは、接点入力のチャタリング防止の
ため、50ms のタイムディレーを設けています。
この入力をシーケンサー等で制御する時は、100ms 以上、出力を継続するようにして下さい。
リセット、無監視入力は端子 H、C 間がクローズの時、ON になります。

１２．付属品

注

意）

ヒューズは２５０Ｖ１Ａタイムラグをご使用下さい。

またヒューズの交換は危険防止のため、供給電源を断にした状態で、行って下さい。
注

意）

付属のプラグ付きＡＣコード（３ｍ）の耐圧は１２５Ｖです。

１２５Ｖを越える電圧では耐圧不足で感電、火災の危険があり使用出来ません。
１２５Ｖ以上では、別のＡＣ３００Ｖ耐圧のコードを使用して下さい。
専用センサ ・・・・・
センサ接続ケーブル・・
予備ヒューズ ・・・・
センサ取付金具・・・・
近接体・・・・・・・・・
信号接続ケーブル・・・
プラグ付きＡＣコード・・

２
２
１
２
２
１
１
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ＲＳ－１０１Ｈ
５ｍ
２５０Ｖ １Ａ タイムラグ
（ＲＳ－１０１Ｈ用)
（ＲＳ－１０１Ｈ用）
５ｍ
３ｍ（ＡＣ１００Ｖ専用）

１３．仕様
本機は日本国内向けの仕様になっています。
型式

－－－－－－

センサ

－－－－－

接続ケーブル
測定範囲

－－

－－－－

ＲＭ－２８０３
ＲＳ－１０１Ｈ（渦電流損失式

３．０－１．５ｍｍ、 ３．０＋２．５ｍｍ（センサ設置表示基準）

センサ設置範囲－－

３．０－１．０ｍｍ、

変差、監視値表示

ＬＥＤデジタル３桁（１デジット

監視値設定範囲

－

近接センサー）

専用接続ケーブル（５ｍ）

３．０＋２．０ｍｍ（センサ設置表示基準）
１０μｍ、マイナスの時「－」表示）

±３．５０ｍｍ（上限値、下限値を別々に設定可能）

応答速度

－－－－

１０００

停止出力

－－－－

リレー接点（Ａ、Ｂ接点） ２５０Ｖ

３Ａ（抵抗負荷）

補助出力

－－－－

リレー接点（Ａ、Ｂ接点） ２５０Ｖ

３Ａ（抵抗負荷）

ＤＣ出力

－－－－

ＤＣ１２Ｖ

入力

－－－－－－

ストローク／分

２５ｍＡ（ＭＡＸ）

リセット入力、無監視入力（無電圧入力、継続時間 100ms 以上）
タイミング入力（オープンコレクタ、無電圧入力）

使用温度範囲
電源電圧
振動

－－－－－－

外形寸法
重量

－－

－－－－

－－－－

－－－－－－

０℃～５０℃（結露のないこと）
ＡＣ１００～２２０Ｖ

５０／６０Ｈｚ

２０ＶＡ（AC 100V 入力時）

０．１Ｇ以下
２００（Ｗ）×１００（Ｈ）×１８０（Ｄ）

（突出部、脚部を除く）

２．２Ｋｇ（本体部）

１４．保証
納入後１年以内に発生した故障で、明らかに製造者側の責任による故障が生じた場合には、
本装置の一部または部品を無償にて、交換及び修理を致します。
ただし、使用者側の取扱い上の不備等、納入者側の責任を越えるものについては保証の対
象外になります。
故障が生じた時、お客様自らの修理はご遠慮下さい。 さらに重大な故障の原因になりまし
た時の保証は致しかねます。
本機は日本国内向け仕様のため、この保証は日本国内において適用します。
本書の内容については製品改良のため予告なく変更する事があります。

株式会社理研計器奈良製作所
〒633-0054 奈良県桜井市阿部４９－１

お問い合わせ窓口

TEL 0744-43-0051

営業技術課

FAX 0744-43-0056

お問い合わせ時間

TEL 0744-43-0051
9:00～17:00

URL http://www.rikenkeikinara.co.jp
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