検出体および
背景の認識∙診断のための
イメージセンサー

画像認識ユニット

www.ifm.com/gb/vision-sensors

カメラシステムの性能と、
センサーのシンプルさを両立

形状認識センサー

オートメーション技術において形状認識センサーは、

統合しやすさ

堅牢でコンパクト

組立て、製造、品質管理、そして何より効率性向上

イメージセンサーの特徴の1つが、そのシンプルさ

このほか、高い保護クラスに準拠し、広い動作温度

にとって欠かすことができないものとなっています。
アプリケーションに特化した評価性能を備えたこれら
のカメラは、低コスト性と高集積性を両立させた、
まさに頼れる“電子の目”です。

です。イメージ処理システムを製造プロセスに組込

範囲を持つ ifmイメージセンサーなら、進行中の

む場合、通常は有資格者または高コストの外部業者

状況をまさに“至近距離”から詳細に確認できます。

が作業を担当しますが、イメージセンサーはアプリ

統合性の高さも卓越しています。カメラを用いた複

ケーションに特化した仕様であるため予備知識がな

雑なソリューションとは対照的に、照明、光学装置、

くともご利用いただけます。

評価∙出力用ロジックなどの必須コンポーネントは、

少し前まで、高価格のカメラシステムは必需品

複雑な“プログラミング”に代えて簡単な“パラメー

工業環境に耐える外装に集約されています。

でした。技術的進歩とコンポーネント低価格化の

タ設定”を可能に。すぐに使えるファンクションブ

ifmイメージセンサーがあれば、品質管理、完全性

波を受けて、ごくわずかなスペースにこれまで以

ロックが PLCへの統合を支援します。イメージセン

の監視、バーコード/2次元コードの読取りなどのタ

上に高度な機能を低コストで組込むことが可能と

サーはデータ伝送、パラメータ設定、リモートメン

スクをローコストで簡単に実行できます。

なりました。

テナンスにEthernetプロセスインターフェースを

小型イメージセンサーはカメラシステムに代わるだ

採用しているほか、結果を知らせるために複数のス

けでなく、用途の幅も広げています。パレットや搬

イッチング出力を備え、バイナリセンサーと同様の

送ケースの完全性を監視する場合、検出体や背景が

使いやすさを実現しています。

カメラからセンサーまで

変化する状況での位置検出には、センサーブリッジ
の様な複数のセンサーを用いたソリューションを置
換えられます。
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産業アプリケーション

輪郭認識センサー

積み木をはめ込む玩具箱のように: O2Dイメージセ
ンサーは、定義済みの検出体とその輪郭/構造を認
識して照合を行い、完全性、位置、向きを検査し
ます。

O2Vイメージセンサーは算盤や計算尺のような形

ピクセル
カウンター

コードリーダー

3Dセンサー

で、画像中でグレースケール値が同じ領域にある
すべてのピクセルをカウントします。
さらに、特定のグレースケール値を累積して検出
体ごとにグループ化し、様々な基準で評価を行う
ことも可能です。

バーコードは現在広く普及しており、右から左へ
と読取られるフォントのようなものとして認識さ
れています。
2次元コードは、情報コードを枠内に表示したもの
です。ドミノパズルにも似ている明確な画像情報
を伝達して、O2Iイメージセンサーで読取りま
す。

O3D型センサーは、現在の背景を3次元にて
スキャンします。
23,000を超える測定距離値を用いて複数の仮想
センサーを作り上げることにより、ボトルケース
にボトル不足がないかなどを検査します。
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アプリケーションに特化した
ソリューションを提供
最適なセンサーを選択するために

イメージセンサー

形状認識タイプ O2D

輪郭を比較

物体検査タイプ O2V
ピクセルの
カウント

認証タイプ O2I

コードの読取り

3次元認識タイプ O3D

寸法検出

センサー概要
検出距離/
視野サイズ
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産業アプリケーション

形状定義済み物体の検出。
有無および完全性の評価、位置検出、
タスク分別用。
自動組立装置および工作機械における
品質保証に使用。

6- 7

特徴が変化する物体および背景の検出。
光学レベルの監視、満充填/空状態の監視、
不具合および穴の確認。
自動組立装置およびパッケージング装置における
品質保証に使用。

8- 9

バーコード/2次元コードおよびテキストの検出。
産業オートメーションにおけるプロセス監視。
製品の追跡、管理、識別に使用。

10 - 11

TOF測定法による物体および背景の3次元検出。
レベル、距離、体積の評価。
搬送∙パッケージング技術で使用。

12 - 13

14 - 15
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形状認識タイプ O2D
あらゆる形状に焦点合わせ

電子の目

efector dualis輪郭
認識センサーシリーズ
のアプリケーションは、
分別∙カウントタスクに
よるパーツの有/無、位
置、向きの監視から品
質管理まで、多岐にわ
たります。

フレキシブル:
向きの変化に左右されることなく輪郭を
照合できます。最大24種類の検出体を含
む32シーンを1つのユニット内に保存で
きます。

信頼性:
照明条件や背景が変化しても、センサー
は定義済みの形状を検出距離範囲内で
確実に検出します。

セキュリティ:
パスワード保護により、不正アクセスに
対処します。

全てを一望のもとに:
視野角と視野サイズを何通りにも組み合
わせ、さらに直接照明やバックライトを
用いることで、多様なバリエーションを
実現します。

照明:
内部照明と外部照明を併用できます。

全てを文書化:
統計ファイルと画像メモリを用いて、
豊富なオプションを提供します。
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組立て、製造、
品質管理における形状認識

手順を追って直観的に
操作できるインター
フェースと、合格/
不合格の部品があれ
ば、認識する検出体の
モデルを簡単に作成で
きます。認識ソフト
ウェアは、向きに関わ
りなく保存された基準
との比較を行い、

より上位レベルのPLC
へと結果を伝送します
(合格/不合格、位置、向
き)。センサーは最大
32までの個別のタスク
を管理し、タスク1つ
につき最大24までのモ
デルを管理できます。

任意選択可能な参照点
の水平∙垂直座標

位置

左の写真の例では、
ブレーキディスク上に
あるホイールナット
ドリルの正しい寸法を
センサーで検査してい
ます。

向き(角度)

自動組立における有/無の監視: このアプリケー
ションでは、パネル上に3個のクリップが
取付けられています。複数のクリップの輪郭を
監視することにより、不足しているパーツを
照合します。
複数の光電センサーを使ってようやく実現して
いたアプリケーションも、たった1つのシステム
で簡単かつ確実に調整∙制御できるようになりま
した。

個数

検出体

モデル

分類

許容範囲

合格/不合格

O2Dイメージセンサーは自動フィーダー装置、
例えば振動コンベヤ上を搬送される小型パーツ
が正しい位置にあるかを検査して、不良パーツ
を排除します。

組立工程では、パーツの有/無や完全性の確認
を、手動または機械によって実行します。
視野サイズは、精細な14×20mmから荒加工に
適した960×1280mmまで、幅広いアプリケー
ションに合わせて自由に選択できます。
この例で示したクリップのように、位置に関係
なく検出体を検出することも可能です。

ifmは、多彩なLED

外部照明をご提供して
います。

詳細なデータはこちら:

www.ifm.com/gb/object-recognition
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物体検査タイプ O2V
検出体や
背景の様々な
特徴を診断

イメージセンサーの
O2D輪郭センサーは
定義済みの輪郭を基準
にして部品を検査しま
すが、新型のO2Vピク
セルカウンターは様々
な特徴をもとに比較を
実行します。

フレキシブル:
様々な機能を駆使して検出体検査を確実
に行えるよう、多彩な診断パラメータを
用意しています。最大24種類の検出体を
含む32シーンを1つのユニット内に保存
できます。

全てを一望のもとに:
視野角と視野サイズを何通りにも組み合
わせることで、多様なバリエーションを
提供します。

セキュリティ:
パスワード保護により、不正アクセスに
対処します。

全てを文書化:
故障記憶機能を備えたデータロガーを
搭載しています。

ピクセルカウンターは溶接シームやスポット溶
接部の有無や位置、高い溶接温度により不均一
に青色化したエリアを確認します。糊やグリース
など、不均一に塗布された物質も検出します。
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寸法

外側、内側の幅
および高さ

パッケージング、製造、
品質管理のための
対象物検査
定義済みの輪郭に代
わって、検出体や背景
を診断するためセン
サーが使用する相対的
特徴を決定します。
センサーは任意選択可
能な許容値の範囲内
で、検出体の面積、
寸法、真円度、緻密性
を特定します。

検査には、グレース
ケール値を使用するこ
ともできます。

O2Vイメージセンサー
は、輸送∙製造用容器の
満充填/空状態の
管理に適しています。

外半径および内半径

ピクセル数で表した
面積

左の写真の例では、
チョコレートの型が
100％空になっている
かを制御しています。

位置

検出体重心の
水平∙垂直座標

向き(角度)

イメージセンサーは、製造日や賞味期限など
を記載した粘着ラベルや刻印の有無を診断し
ます。
また、固定位置や欠陥マークなど、機械や手作
業で付けたカラーマークを確実に検出します。

形状

真円度、
直角度、
緻密性

コントラスト

均質性、
最小/平均/
最大グレースケール値

個数

検出体

自動車産業で利用されることの多い、自動
グリッパーシステムのデュアルシート検出
では、シートや締結クリップのカウントも
実施できます。
反射状況が一様ではないため、輪郭を用いて
表現することは困難です。

検出体に
設けられた穴

詳細なデータはこちら:

www.ifm.com/gb/object-inspection
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認証タイプ O2I
バーコード/2次元コードおよび
テキストを正確に認識

パワフルな認証性能
マルチコードリーダー
はコードの向きや数と
は関係なく、バーコー
ド/2次元コードを
自動的に解読します。
新バージョンでは、
型式名やシリアル番号
をもとに製品識別を行
うOCRタスクも解読し
ます。
賞味期限や製造日など
あらゆる情報を、直接

高度な読取り性能:
露出時間の自動設定機能を備えているほ
か、重要な表面部分については照明箇所
をセグメント化して調整します。

知能を内蔵したセンサー:
出力のプログラミングが可能。検証シス
テムを内蔵することで、データ伝達量を
削減できます。

各種接続方法に対応:
RS-232、Ethernet TCP/IP、
Ethetnet/IPインターフェースに
対応しています。

プロセス内で迅速に動作:
最高7m/sまでの検出体速度に
対応します。

コンパクト:
照明、光学装置、評価機能、インター
フェースの全てを、工業環境に耐える
外装1つに統合しました。

簡単操作:
設定は済んでいるため、わずか数分でPC
ソフトウェア経由またはセンサーから
直接、ご使用いただける状態になります。
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設置には対応する取付けセットを使用し、
プロセスインターフェースを介して
コントローラー(PLC)に接続されます。
パラメータは、一般的なパソコンを使用して
Ethernetケーブル経由で設定します。

産業オートメーション仕様の
識別技術

読取ることが可能にな
りました。
このほか、プロセス
インターフェースから
のコード位置出力、
全品質パラメータの
調整、照明の個別設定
のグルーピング機能、
フォルトメモリー統合、
パスワードによる
アクセス保護などの
機能があります。

プロ仕様のマルチ
コードリーダー用
ソフトウェアをお使い
いただくことで、
データマトリックス
コードの読取り精度が
飛躍的に向上します。
価格/性能の面で最善の
選択肢であるマルチ
コードリーダーは、
センサー並みの価格で
高度な機能とパフォー
マンスを提供します。

適度な照明
自動露出設定に加え、
手動で調整することも
可能です。4つある
照明セグメントの無効/
有効を手動で切替えで
きるため、反射率の
高い金属表面でも最適
な結果が得られます。

QRコード

PDFコード

DMCコード

バーコード

710377582942
OCR

ifmマルチコードリーダーは、2次元コード/

バーコードおよびテキストを認識します。
標準化された2次元コードは、紙への印刷、レー
ザー刻印、金属表面へのドットピンなど様々な
形で応用できます。

使用事例: マルチコードリーダーはデータマト
リックスコードに基づいて、コンベヤベルトで
運搬される滅菌パック済み綿棒を識別します。

詳細なデータはこちら:

www.ifm.com/gb/multicodereader
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3次元認識タイプ O3D
3次元を瞬時に認識

レベル測定:

受賞実績あり:
瞬時における検出体の3次元測定を可能に
した、業界初の3Dセンサーです。PMD

タンク、サイロ、
ホッパー、積載物中に
ある不透明の固体や
バルク材料の、連続的
レベル測定に適してい
るセンサーです。
コンベヤのレベルや
ベルト使用状況の監視
にも対応します。
センサーは定義済みの
背景を介して測定範囲
内のレベルを測定し、
アナログのレベル値を
伝達したり、それぞれ
のポイントの高低情報
も同時に測定する機能
を備えています。

技術に基づくTOF(飛行時間)測定の原理
によって動作します。

高精度:
176×132ピクセルという高分解能によ
り、1回の測定につき23,232個の距離値
を生成し、アプリケーションの詳細な
診断を可能にします。

単独で動作可能:
照明、TOF測定、診断機能の全てを、
工業環境に耐える外装1つに統合しました。
管理が簡単:
スイッチング出力とアナログ出力によ
り、管理環境への統合をシンプルな形で
実現します。

広い認識範囲:
検出体の色に関わらず、最大5mの検出
範囲を実現。外部光に耐える堅牢性を
備えています。
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使いやすさ
継続的な情報交換機能
と多彩なハンドリング
テストが用意されてい
るため、発注から交換

搬送∙パッケージング技術で
威力を発揮する、3次元認識

完全性を監視:
消費財や工業製品は、
均一のパッケージで
搬送されることがほと
んどです。
不完全なユニットが
１つでも顧客に届けば、
パレット全体が返品さ
れることも珍しくあり
ません。

傷みやすい商品の場合
は特に、多大な追加費
用が発生します。
センサーは色を基準に
して、取扱い単位ごと
の充填不足や充填過多
を検査します。従来の
ソリューションとは異
なり、取扱い単位の
種類や寸法をフレキシ
ブルに変更できます。

検出体の寸法測定:
容積計算やアプリケー
ション選別にあたって、
寸法測定を行います。
倉庫、郵便集配室、
物流会社の集配送セン
ター、輸送システムの
どこであれ、保管領域
の最適化は必須です。

センサーはシンプルな
しきい値スイッチ機能
を用いて、検出体の
寸法、向き、位置を倉
庫管理/ERPシステムに
伝送します。
さらに、品質パラメー
タを用いて損傷または
変形のある物体の検出
をサポートします。

レベル

完全性

検出体の
寸法測定

搬送ケース全体の検査
センサーは、ワークキャリア、ボトルケース、
外包装、ブリスターパック、パレットなどの
取扱い単位ごとに、完全性の検査を行います。
位置および向きの自動調整機能により、検出体
の位置が変化するような状況でも安定して機能
します。

パッケージの寸法測定
現在では多くの宅配事業者が、荷物の実重量に
加えて荷物の嵩(かさ)すなわち3辺の長さや容積
重量をもとに課金するようになりました。容積
重量や3辺の長さが、実重量での基準を超える
ような場合は、出荷配送コストはこれらをもと
に算出されます。

まで、使い勝手はきわ
めてシンプル、
センサーの統合作業も
簡単です。

配線ウィザードが
初期設定をサポート。

詳細なデータはこちら:

www.ifm.com/gb/o3d
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センサー概要
検出距離/視野サイズ

イメージセンサー

A 1320 x 945
B 640 x 480
C 400 x 300
視野サイズ [mm]

A 66 x 47
B 32 x 24
C 20 x 15

A 660 x 472
B 320 x 240
C 200 x 150

A

A 264 x 189
B 128 x 96
C 80 x 60

B
C

100 200

400

1000

検出距離 [mm]

A 132 x 94
B 64 x 48
C 40 x 30

2000

C
B
A

A

広角レンズ

B

スタンダードレンズ

C

望遠レンズ

イメージセンサータイプ

形状認識タイプ

O2D

物体検査タイプ

O2V

認証タイプ

O2I

仕様 / 説明

視野角度
水平×垂直
［°］

コード

No.

赤外線、広角レンズ(A)

36 x 27

O2D222

赤外線、スタンダードレンズ(B)

18 x 14

O2D220

赤外線、望遠レンズ(C)

12 x 9

O2D224

白色光、広角レンズ(A)

36 x 27

O2V102

白色光、スタンダードレンズ(B)

18 x 14

O2V100

白色光、望遠レンズ(C)

12 x 9

O2V104

赤外線、広角レンズ(A)

36 x 27

O2V122

赤外線、スタンダードレンズ(B)

18 x 14

O2V120

赤外線、望遠レンズ(C)

12 x 9

O2V124

赤色光、広角レンズ(A)

36 x 27

O2I302

赤色光、スタンダードレンズ(B)

18 x 14

O2I300

赤色光、望遠レンズ(C)

12 x 9

O2I304

赤外線、広角レンズ(A)

36 x 27

O2I303

赤外線、スタンダードレンズ(B)

18 x 14

O2I301

赤外線、望遠レンズ(C)

12 x 9

O2I305

イメージセンサー用アクセサリー
仕様 / 説明
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コード

No.

ガラス製保護プレート

E21168

食品産業用樹脂製保護プレート

E21166

樹脂製拡散プレート

E21165

昼光フィルター(赤外線タイプ用)

E21172

B 5650 x 4000
C 3650 x 2670
B 4520 x 3200
C 2920 x 2130
B

B 3390 x 2400
C 2190 x 1600

視野サイズ [mm]

B 2260 x 1600
C 1460 x 1070
B 560 x 400
C 360 x 270

500

C

1000

2000

3000

4000

5000

検出距離 [mm]

C

B 1130 x 800
C 730 x 530

B

スタンダードレンズ

C

望遠レンズ

B

イメージセンサータイプ

仕様 / 説明

視野角度
水平×垂直
［°］

コード

赤外線、望遠レンズ(C)

40 x 30

O3D300

3次元認識タイプ
O3D

赤外線、スタンダードレンズ(B)

60 x 45

O3D302

赤外線、望遠レンズ(C)、ステンレス外装

40 x 30

O3D310

赤外線、スタンダードレンズ(B)、ステンレス外装

60 x 45

O3D312

No.
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ホームページはこちら:

ポジションセンサー

認証システム

モーションコントロール
ユニット

状態監視システム

画像認識ユニット

モバイルシステム

セーフティユニット

コネクター /
スプリッターボックス

プロセスセンサー

ソフトウェア

バスシステム

電源

IO-Link

アクセサリー
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