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ifmの高性能な
インクリメンタルエンコーダ

ディスプレイ付き
IO-Link対応
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Position sensors

Sensors 
for motion control

Industrial imaging

Safety technology

Process sensors

Condition monitoring
systems

Industrial 
communication

Identification systems

Systems 
for mobile machines

Connection 
technology

Overview
ifm product range:

Accessories

世界中に70以上の拠点 –
ホームページ: www.ifm.com/jp

〒261-7118
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
WBG マリブウエスト 18F
Tel. 043 299 2080
Fax 043 299 2078
サービスセンター 0120 78 2070
E-mail: info.jp@ifm.com

東京営業所 043 299 2070
名古屋営業所 052 776 5666
大阪営業所 06 6615 3131
広島営業所 082 567 2131
九州営業所 092 474 7382
東金物流センター 0475 50 3007



636.5 ホローシャフト 直接取付 M12 RA3100

636.5 ホローシャフト 直接取付 ケーブル, 2m RA3500

1258 ホローシャフト 直接取付 M12 RO3100

1258 ホローシャフト 直接取付 ケーブル, 2m RO3500

636.5 ソリッドシャフト 汎用タイプ M12 RB3100

636.5 ソリッドシャフト 汎用タイプ ケーブル, 2m RB3500

658 ソリッドシャフト シンクロフランジ M12 RU3100

658 ソリッドシャフト シンクロフランジ ケーブル, 2m RU3500

1058 ソリッドシャフト クランプフランジ M12 RV3100

1058 ソリッドシャフト クランプフランジ ケーブル, 2m RV3500

徹底的に追求:
光電式エンコーダが持つ精度と磁気シス
テムが持つ安定性を備え合わせたデバイ
ス

フレキシブル:
分解能(2~10,000)および信号レベル
(TTL/HTL)の設定可能

汎用タイプ:
全機種共通の使用電源電圧範囲
DC 4.5~30Vを採用

多機能:
速度監視, カウンターおよび回転方向の検
出のための信号評価機能を内蔵

簡単設定:
設定ボタン, ディスプレイ, メニューガイ
ドによる簡単な設定

表示
プロセス値を表示する2色ディスプレイ

ネットワーク:
IO-Linkを通して診断データとパラメー
タデータを確実に伝送

新しい
高性能なエンコーダ

高性能でシンプル, そしてフレキシブル

IO-Link通信

新しいエンコーダは全
てIO-Linkを通してパ
ラメータ設定が可能で
す。プロセス/診断デー
タを伝送することで透
明性を確保し、動作の
信頼性が向上します。

モーションコントロー
ラー

コントローラーの負担
を低減: 最も重要なパ
ルス評価機能がエンコ
ーダに既に内蔵されて
います。

カウンター

スイッチング出力は設
定したパルス数を検出
した後に切換わります。

インクリメンタルエン
コーダ

回転毎の分解能が2~
10,000パルスで設定
可能です。

For industrial
applications

ディスプレイで明瞭に
値を表示

全ての機能とパラメー
タは、設定ボタンと
LEDディスプレイを使
用してエンコーダ本体
で設定可能です。
動作中は設定モードに
従って現在のパルス,
カウント, 回転速度の
値が表示されます。
革新的: 機械装置が許
容範囲内またはリミッ
トを超えたことを、ユ
ーザーに2色(赤色/緑色
)で分かりやすく表示し
ます。さらに、ディス
プレイは180°反転可
能なため、フレキシブ
ルに取付けが可能です。

高性能な増幅器で広が
る可能性

エンコーダには32ビッ
トのマイクロプロセッ
サーが採用されていま
す。そのため光電式エ
ンコーダと同じ精度と
範囲(ダイナミック)を
備えています。16ビッ
トの分解能により0.1°
(12ビット)の精度が達
成されます。信号はほ
ぼリアルタイムで伝送
されます。

ベーシックライン

ボタンやディスプレイ
が不要でエンコーダ機
能のみを使用したいユ
ーザーに最適なベーシ
ックタイプです。この

エンコーダは全てIO-
Linkで設定可能です。

回転速度 / 回転方向の
監視

現在値が設定された回
転速度以上または以下
の時、出力が切換わり
ます。

パフォーマンスライン
4桁ディスプレイ, 
パルス評価機能付き

1258 ホローシャフト 直接取付 M12

658 ソリッドシャフト シンクロフランジ M12

1058 ソリッドシャフト クランプフランジ M12

ROP520

RUP500

RVP510

タイプ 外装 Ø
[mm]

シャフト Ø
[mm]

シャフトの
タイプ

フランジ 配線 コードNo.

ベーシックライン
ディスプレイ無しの

ベーシックなデザイン

www.ifm.com/jp/encoder

テクニカルデータ, アプリケーションビデオなど
その他の情報はこちらまで


