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未来志向のテクノロジーと、
使いやすさの融合

オーグメンティッドリアリティー
（拡張された現実） ‐ 3Dスマートカメラ

ifmのPMD(Photonic Mixer Device)技術
は、ToF(タイムオブフライト)の原理によ
って動作します。位相変調された目に見
えない赤外光が画角内の風景に照射され、
その反射光がPMDセンサーに戻ります。
受光部は位相変調して発信する光源部に
接続され、受光部のPMDチップそれぞれ
のピクセル毎に、発信信号と受信信号と
の間の位相変位差をもとに背景までの距
離を測定します。内蔵されている背景照
明を能動的に抑制することで、外部光に
よってイメージセンサーに生じる光のサ
チュレーションをほぼ完全に防止し、こ
れにより、ifmのPMD方式3Dセンサーは
120klxまでの明るい太陽光の下でも動作
可能です。

また、オプションの2Dカメラ仕様製品で
は、ライブ2D画像にオーバーレイして危
険な状況や衝突の危機を警告メッセージ
で表示します。

警告マーク、アイコン、線オブジェクト、
テキストのオーバーレイはセンサーの中
でダイレクトに行なわれ、映像信号に統
合されます。

更にこれらのオブジェクトを表示するた
めのコマンドは、装置の制御システムか
らCANバス経由で直接入力することもで
きます。

アナログのPALビデオ出力は、ビデオ入
力とグラフィックス機能を備えた汎用の
モニターやダイアログモジュールに対応
しています。

3DセンサーシステムO3M

衝突警告の設定
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移動用車両制御システム

設定・取り扱いが簡単

3Dセンサーの設定・操作は、使い勝手の
よいifm Vision Assistantから行います。
複数の3Dセンサーシステムを組合わせた
複雑な構成の場合でも、専門知識なしで
パラメータ設定を 実行できます。様々な
標準的アプリケーションを網羅するプリ
セットウィザードが、最高のソリューシ
ョン 実現を支援します。またVision As-
sistantのモニタリングモードでは、稼働
中に設定を検証できるほか、後で再生し
たいデータを保存しておくことも可能で
す。

ライン誘導の設定
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拡張された現実を、リアル3Dで

PMD技術に基づくifmの3Dセンサーは、
わずか1回の画像撮影で背景と物体とを3

次元認識します。ラインスキャナで生じ
がちな手ブレも、こうすることで回避で
きます。稼動車両ならではの厳しい動作
条件に耐えるセンサーシステムの土台と
なるのが、ifmが開発した、HERMES

AWARD*2005受賞実績を持つ特許取得
済みのPMD技術です。3Dセンサーは堅
牢かつコンパクトな設計に加え、光の条
件の変化や太陽光などの影響を受ける屋
外アプリケーションのための工夫が施さ
れています。

レーザースキャナなど他のセンサー類と
は異なり、ifmの3Dセンサーには可動部
位がないため堅牢性に優れ、磨耗が生じ
ることがありません。PMD技術に基づく
3Dセンサー、2Dカメラ、内蔵のオーバ
ーレイ機能という独自の組合せによって、
これまでにない認識成果を提供します。
新しい3Dスマートカメラシステムは、お
客様固有の記号、警告メッセージ、テキ
スト、さらには複雑な幾何学図面のオー
バーレイ表示までをサポートしています。
オーバーレイ表示のリクエストは、イベ
ント発生時に自動生成させたり、装置の
制御システムからCANバス経由で直接送
信することもできます。
*ドイツのハノーバーで毎年開催される世界最大の産業
見本市ハノーバーメッセの開会式で発表される、革新
的な産業技術に授与される賞。

領域認識

ライン誘導

距離監視

物体認識

反射物追跡

位置決め支援

衝突警告

背景を3Dで検出
物体を自動で検出

3DセンサーシステムO3M
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3Dスマートカメラ：
オーバーレイ機能を搭載した内蔵
カメラが、ライブ画像とリアルタ
イムの警告メッセージを表示しま
す。

はるか遠方まで確認可能：
長距離用に最適化された3Dセンサ
ーの場合、最長35メートルまでの
距離にある反射物を検出します

診断機能を内蔵：
高性能のセンサーシステム内で行
われる3次元計算と結果はすべて、
CANバスまたはFast Ethernet接続
を介して伝送されます。

シンプルで便利：
システムのパラメータは、操作が
簡単なWindows用”ifm Vision As-

sistant”から設定します。装置統合
用のCODESYSソフトウェアに対
応した、すぐに使える機能セット
が揃っています。

6

衝突警告

標準装備の自動物体認識機能により、建
設車両進行方向上にある物体(静止/移動)

を最大20 まで認識します。現在の速度、
運動ベクトル、 制動距離などの固定パラ
メータを比較して 3Dセンサーが衝突確
率を割り出し、CANバス またはEthernet

を介して装置制御システムに 伝送した後、
運転手に信号で伝えます。

厳しい環境での
領域監視

建設機械
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距離監視

距離監視を手軽に実行できるよう、標準
装備の距離監視機能では、距離監視の対
象となる”指定領域”(ROI)を最大64まで設
定できます。後方監視機能の実装も可能
で、自動処理や補助のためのタスクにも
対応します。

XX衝突防止 

衝突状況 :
衝突時の予測衝撃速度 :
衝突までの予想時間 :

衝突原因物の識別番号 :

衝突予測
2.70 m/s

1.28 s

69

XXXXX衝突物に関する情報

識別番号(ID) :
種別 :

x1 :
Δ-x :

y1 :

Δ-y :

X方向速度 :
Y方向速度 :

69

ノーマル
7.52 m

- 0.08 m

- 0.22 m

1.32 m

- 3.00 m/s

0.00  m/s

建設車両

詳細について：https://www.ifm.com/jp/ja/category/080/080_045



過酷な環境に適応：
センサーには可動部位がないため、
磨耗が生じることはほとんどあり
ません。使用周囲温度範囲は-

45~85℃と広く、幅広い場面にご利
用いただけます。

外乱光に強い：
PMD技術によって、周囲の光条件
が複雑であったり太陽光を受けた
りするような場合でも、優れた測
定データ再現性を実現します。

通信機能：
J1939プロトコルとCANバス、CA-

NopenとFast Ethernetとの組合せ
などのインターフェースを標準装
備しています。センサーからIR(赤
外線)システム照明装置までを網羅
する自己診断機能が、システムの
ステータスを常時監視します。

信頼性と高速性：
自動車部門で開発された高度なア
ルゴリズムと、最大50フレーム/秒
というフレームレートにより、セ
ンサーは高速かつ信頼性の高い3次
元計算を実現しています。

8

農業機械の
自動化ソリューション

農業および林業
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集草列を認識

モバイル3Dセンサーは集草列の認識結果をも
とに、自動操舵を実行するための情報をマシ
ン制御システムに提示 します。
同時に、収穫物の量[m³/s]を特定して、藁を
束ねるベーラーへ過積載や過小積載を防止し
ます。

ブドウ収穫機

運転者の負担軽減と作物保護のため、モバイ
ル3Dセンサーはブドウの列に沿って自動操舵
を実行する際に必要となる全情報を装置制御
システムに提示します。

ライン誘導

線形輪郭を包括的に認識する高度なアル
ゴリズムにより、認識結果から選択され
たラインとこれに合わせたガイドとを運
転者に提供します。輪郭が途切れてもデ
ータが補間されるので、些細な分断によ
って誘導機能が停止することはありませ
ん。車両と走行すべきラインとの間隔は
オフセット機能で微調整できます。

実際にライン誘導を行っている傍らで収
穫物の体積流量を測定できるため、収穫
物の量に合わせてトラクター装置やハー
ベスタの走行速度を調整できます。

詳細について：https://www.ifm.com/jp/ja/category/080/080_045



カメラを内蔵：
3Dセンサーシステム内の補助カメ
ラから、機械オペレーターに分か
りやすい概略図を表示します。

信頼性が持続：
特別に変調させた赤外光によって、
照度の異なる反射性の素材であっ
ても常に高い認識率を実現します。
どのような条件下でも、最短応答
時間は わずか40msです。

高い網羅率：
一般的な環境では最大15mまで、
反射性のある対象物の場合は最大
35mまでを網羅し、幅広い用途に
対応します。

目標の誤りなし：
世界座標系を選択すると、対象物
の距離と寸法が座標上に分かりや
すく表示されます。地面認識をア
ルゴリズムに組込んでいるため、
きわめて明確な物体認識が可能と

10

装置や車両に関する
領域監視

輸送および物流



領域監視
3Dセンサーは、1,000を越える個々の距
離値から検出範囲内にある物体を認識し
て、マシンとの距離に応じてマシン制御
システムに信号を送信します。

11

垂直孔の掘削

危険箇所内にある物体を自動検知します。
監視範囲内に何かが侵入した場合は、シ
ステムが自動停止します。
機械のパラメータは予備選択されるため、
3Dシステムは従来のシステムと比較し
てバイパスしません。

詳細について：https://www.ifm.com/jp/ja/category/080/080_045



カメラを内蔵：
3Dセンサーシステム内の補助カメ
ラから、機械オペレーターに分か
りやすい概略図を表示します。

信頼性が持続：
特別に変調させた赤外光によって、
照度の異なる反射性の素材であっ
ても常に高い認識率を実現します。
どのような条件下でも、最短応答
時間は僅か40msです。

干渉の心配なし：
背景照明を自動抑制する機能を搭
載しているので、120klxまでの明
るい太陽光の下でも確実に認識で
きます。

同時稼働にも対応：
周波数は変更可能なので、同じエ
リア内で複数の3Dセンサーシステ
ムを問題なく同時稼動させること
ができます。周波数の設定方法は、
ランダム/プリセット設定から選択
できます。
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衝突警告

標準装備の自動物体認識機能により、ゴ
ミ収集車両の進行方向上にある物体(静止
/移動)を最大20まで認識します。現在の
速度、運動ベクトル、制動距離などの固
定パラメータを比較して3Dセンサーが衝
突確率を割り出し、CANバスまたは
Ethernetを介して装置制御システムに伝
送した後、運転手に信号で伝えます。

衝突警告および
領域監視

輸送および物流



サイドローダー

サイドローダーの3Dシステムが危険箇所内を
通る歩行者や自転車などを自動検知します。
下降中のサイドローダーはすぐに停止します。
ゴミ収集車は作業員の誘導がなくても狭い場
所に進入でき、システムが車両後方の視界を
180°監視します。3Dシステムが車両の軌道
上にある物体を検知すると自動的にブレーキ
をかけて停止させます。

13

詳細について：https://www.ifm.com/jp/ja/category/080/080_045
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衝突警告および
位置特定

輸送および物流

信頼性が持続：
特別に変調させた赤外光によって、
照度の異なる反射性の素材であっ
ても常に高い認識率を実現します。
どのような条件下でも、最短応答
時間は僅か40msです。

高い網羅率：
一般的な環境では最大15mまで、
反射性のある対象物の場合は最大
35mまでを網羅し、幅広い用途に
対応します。

目標の誤りなし：
世界座標系を選択すると、対象物
の距離と寸法が座標上に分かりや
すく表示されます。地面認識をア
ルゴリズムに組込んでいるため、
きわめて明確な物体認識が可能と
なります。

*パッケージングでもご用意しています。

ローディングベイ上のトラック位置
物流施設を保護するため、ベイにお
いて最適の荷下ろし位置に到達次第、
ドライバーにその旨を伝えます。

方向転換時のドライバー支援

事故発生を未然に防ぐため、フォー
クリフト後方の危険箇所を3Dで検出
し、衝突のリスクが生じる前に適宜
警告メッセージを発してドライバー
に伝えます。これと同時に、マシン
制御システムにも減速などを促すコ
マンドが伝達されます。
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輸送車両の位置特定

位置特定機能を手軽に実行できるよう、
標準装備の距離監視機能では、距離監視
の対象となる”指定領域”(ROI)を最大64ま
で設定できます。これにより、たとえば
荷揚げ場にある輸送車両の位置特定など
が可能になります。

0 m

5 m

詳細について：https://www.ifm.com/jp/ja/category/080/080_045



迅速に反応：
32ビットプロセッサ2基のアーキテ
クチャにより、センサーシステム
内部で3Dデータ最大50フレーム/秒
という高速での計算処理を確実に
実行します。

干渉の心配なし：
背景照明を自動抑制する機能を搭
載しているので、120klxまでの明
るい太陽光の下でも確実に認識で
きます。

同時稼動にも対応：
周波数は変更可能なので、同じエリ
ア内で複数の3Dセンサーシステム
を問題なく同時稼動させることがで
きます。周波数の設定方法は、ラン
ダム/プリセット設定から選択でき
ます。

リフレクターを自動検出：
反射率の高い物体を検出して分類
することにより、リフレクターを
見分けることができます。シンプ
ルな安全ベストでも、十分に見分
けられます。

港湾内の
自動化ソリューション

輸送および物流

16
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車両を自動追跡して、衝突を警告

自動車部門で効果が実証されている高度
なアルゴリズムを利用して、反射物の識
別機能をもとに前方の車両を自動追跡し
ます。
たとえば、前方車両までの最小・最大距
離を設定するか、様々なパラメータを介
して認識対象を反射物のある一定の組合
せにまで制限します。

衝突警告を追加することにより、障害物
を確実に検出しながら、マシン制御シス
テムへの信号伝達を2段階で実施させるこ
とができます。直射日光や他の3Dセンサ
ーシステムによる干渉は、自動的に抑制
されます。

港湾での領域監視を簡単に

3Dセンサーに内蔵されている機能は、ガ
ントリークレーンのレール監視に特に適
しています。
センサーはレール上にある、または経路
上に張り出している障害物を検出して、
クレーン運転者に向けて直ちに信号を発
します。危機的状況になると、クレーン
は自動停止します。

詳細について：https://www.ifm.com/jp/ja/category/080/080_045



カメラを内蔵：
3Dセンサーシステム内の補助カメ
ラから、マシンのオペレーターに
分かりやすい概略図を表示します。
認識された障害物が、カメラから
の画像に重ねて表示されます。

警告メッセージを
カスタマイズ可能：
3Dスマートカメラのオーバーレイ
機能により、画像やテキストを
CANバスを介してマシン制御シス
テム上で重ねて表示させることが
できます。

干渉の心配なし：
背景照明を自動抑制する機能を搭
載しているので、120klxまでの明
るい太陽光の下でも確実に認識で
きます。

同時稼働にも対応：
周波数は変更可能なので、同じエ
リア内で複数の3Dセンサーシステ
ムを問題なく同時稼動させること
ができます。周波数の設定方法は、
ランダム/プリセット設定から選択
できます。

18

港湾内の
自動化ソリューション
および領域監視

輸送および物流
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衝突警告

標準装備の自動物体認識機能により、コ
ンテナ移動用のリーチスタッカーの進行
方向上にある物体(静止/移動)を最大20ま
で認識します。
現在の速度、運動ベクトル、制動距離な
どの固定パラメータを比較して3Dセンサ
ーが衝突確率を割り出し、CANバスまた
はEthernetを介して装置制御システムに
伝送した後、運転手に信号で伝えます。
内蔵カメラからのライブ画像では、認識
された障害物がハイライト表示されます。

詳細について：https://www.ifm.com/jp/ja/category/080/080_045



高性能測定システム：
特許取得のPMD技術により、反射
率の異なる物質の測定データにお
いても優れた再現性を実現します。
多相測定システムにより、埃や霧
で生じた干渉までをも検知します

堅牢なセンサー：
IP67およびIP69Kの保護構造と、
-40~85°Cという広範な動作温度範
囲により、様々なアプリケーショ
ンに幅広くご利用いただけます。

高い信頼性：
センサーからIR(赤外線)システムの
照明装置までを網羅する内蔵の自
己診断機能により、3Dセンサーの
現在の機能状況に関連するマシン
制御システムの総合的な情報を入
手できます。センサーシステムに
損傷、干渉、または重度の汚れが
生じた場合は、該当する信号を直
ちに生成してその旨を伝えます。

タンクローリーの高さを監視
内蔵の距離監視機能により、タンクローリー上
のポイントを最大64まで選択して”最小距離”を
監視できます。
たとえば、タンクローリーを航空機の主翼下に
停車させる際にドライバーを支援したり、主翼
の位置が下がった場合は通知を行います。

20

空港内での
高さ・距離の監視

輸送および物流
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地上支援機材の位置決め、ドッキングを支援

1,000種類の測定項目により地上支援車両の周
囲の状況を正確に検知します。機体が接近する
と、車両が完全に停止するまで距離に従い自動
的に速度を減速させます。

安全地帯

1 ドッキング区域
2 機材制限区域(ERA)

3 ランプ区域

1

2

3

詳細について：https://www.ifm.com/jp/ja/category/080/080_045
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対応する照明 コード
No.

コード
No.

水平×垂直
視野角[°]

タイプ

技術データおよび
アクセサリー

3DセンサーシステムO3M

PMD方式3Dセンサー O3M

モバイル3Dスマートセンサー 1) 70 x 23 IRシステム照明ユニット O3M950O3M151

モバイル3Dセンサー、2D/3D オーバーレイ機能搭載 70 x 23 (3D)
90 (2D)

IRシステム照明ユニット O3M950O3M251

モバイル3Dスマートセンサー 1) 95 x 32 IRシステム照明ユニット O3M960O3M161

モバイル3Dセンサー、2D/3Dオーバーレイ機能搭載 95 x 32 (3D)
120 (2D)

IRシステム照明ユニット O3M960O3M2612)

1)Incl. application wizard, see table page 24アプリケーションウィザード含む、24ページの表を参照。

技術データ

センサー種別
ピクセル解像度                            [ピクセル]

照明

PMD 3D チップ
64 x 16

2Dカメラ搭載モデル
技術データ

センサー種別
PAL 解像度                                 [ピクセル]

1/4" 4:3 VGA CMOS カラーイメージセンサー
640 x 480

IR(赤外線)システム 照明(波長) 850nm

最高フレームレート                            [Hz] 25 / 33 / 50

接続 M12 コネクター
保護構造 IP 67 / IP 69K, III

使用電源電圧範囲                             [V DC] 9~32

使用周囲温度                                      [°C] -40~85

補足：
O3Mシリーズ3Dセンサーは、衝突警告や領域監視といったドライバー支援などにご利用いただけます。光電システムであるため、重度の汚れによって機能が損なわれる場合があ
ります。このシステムは電気的検知保護設備に関する国際電気標準会規格IEC61496の要求事項には適合していないため、オペレーター保護用の安全機能実装には使用しないでく
ださい。O3Mシリーズ3Dセンサーは、機械オペレーター支援にご利用いただけますが、オペレーターは全ての操作に関して全面的に責任を負うものとします。
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パラメータ設定用配線

据付用配線

センサー
O3M151
O3M2512)

IRシステム
照明ユニット
O3M950

MCI接続ケーブル
E3M12x

オプションの接続ケーブル
E3M160

アダプターケーブル
EC2114

Ethernet接続
E11898

電圧供給 DC 12/24 V

電圧供給 DC 12/24 V

E3M13x

USB接続ケーブル

CANfox

EC2112

ビデオグラバー2)

PC

電源
DN4013

2)O3M2xxタイプにはこのほか、アナログビデオ出力(1つ)があります。

CAN接続ケーブル
E1159x

電圧供給 DC 12/24 V

E3M13x

オプションのビデオ接続ケーブル
E3M161

CAN接続ケーブル

電圧供給 DC 12/24 V

センサー
O3M151
O3M2512)

IRシステム
照明ユニット
O3M950

MCI接続ケーブル
E3M12x 電圧供給 DC 12/24 V

ベーシック
コントローラ
CR0403等

詳細について：https://www.ifm.com/jp/ja/category/080/080_045
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タイプ 概要 コード
No.

CAN/RS232 USBインターフェースCANfox EC2112

CANfox用アダプターケーブルセット EC2114

イメージセンサー用
オペレーティングソフトウェア
(Vision Assistant)

E3D300

耐候カバー、
ステンレス、黒 E3M101

U字型ブラケット、
センサー/照明ユニット用、
ステンレス、黒

E3M102

タイプ 概要 コード
No.

U字型ブラケット、
センサー/照明ユニット用、
ステンレス

E3M100

クランプ取付け用マウンティングセット、
Ø14 mm、ステンレス/ハイグレード
ステンレス

E3M103

リフレクター、三角形、 200 mm E3M140

反射テープ、三角形、
粘着テープ付き、200 mm

E3M141

反射テープ、210 x 297 mm、
粘着テープ付き E3M142

アクセサリー

技術データおよび
アクセサリー

3DセンサーシステムO3M

ifm Vision Assistantで利用可能な
アプリケーションウィザード

アプリケーション事例

建設用車両やフォークリフト後方の領域を監視
盲点の監視、前方進行時の衝突認識
ドッグサイドクレーンの衝突認識

O3M151 / O3M161用アプリケーションウィザード

衝突警告、ドライバー支援として

掘削リグ、ゴミ収集車、クレーン周辺の領域監視移動式または固定式装置に関する領域監視

前方の輸送車両を自動追跡して、安全な車間距離を確保無人輸送車両の自動追跡

集草列の自動認識、収穫物の体積流量計算、
ハーベスタの自動操舵ライン誘導
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タイプ 概要 コード
No.

MCI接続ケーブル、
センサー/システム照明装置の接続、1 m

E3M121

MCI接続ケーブル、
センサー/システム照明装置の接続、2 m

E3M122

MCI接続ケーブル、
センサー/システム照明装置の接続、3 m

E3M123

M12ソケット、電圧供給システム照明装置、
2m、PURケーブル、4ピン E3M131

M12ソケット、電圧供給システム照明装置、
5m、PURケーブル、4ピン E3M132

M12ソケット、電圧供給システム照明装置、
10m、PURケーブル、4ピン E3M133

M12ビデオ接続ケーブル、
センサー/PDM360ディスプレイの接続、
5m

E3M151

M12ビデオ接続ケーブル、
センサー/PDM360ディスプレイの接続、11m

E3M152

M12ビデオ接続ケーブル、
センサー/PDM360ディスプレイの接続、16m

E3M153

M12ビデオ接続ケーブル、
センサー/PDM360ディスプレイの接続、21m

E3M154

タイプ 概要 コード
No.

M12ソケット、CANバス、
2m、PURケーブル、5ピン E11596

M12ソケット、CANバス、
5m、PURケーブル、5ピン E11597

Ethernet、クロスオーバーパッチケーブル、
2m、PVCケーブル、M12 / RJ45

E11898

E12226

Ethernet、クロスオーバーパッチケーブル、
10m、PVCケーブル、M12 / RJ45

E12204

Ethernet、クロスオーバーパッチケーブル、
20m、PVCケーブル、M12 / RJ45

E12205

Ethernet、クロスオーバーパッチケーブル、
2m、PVCケーブル、M12 / RJ45、
アングルタイプ/ストレート

E3M159M12延長ケーブル、5 m

E3M160
M12ビデオアダプターケーブル/
ビデオグラバー接続用シンチプラグ、1 m

E3M161
ビデオアダプターケーブルM12コネクター－
M16コネクター、MultiViewBox E2M250/
E2M231モニター接続用、1m

接続テクノロジー

E3M120
TPU接続ケーブル、
センサー/システム照明装置の接続、0.25 m
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技術データおよび
アクセサリー

高耐久性汎用型カメラO2M

タイプ

CMOS カメラ

視野角[°]

78

コード
No.

ミラー機能

– O2M200

CMOS カメラ 78 内蔵 O2M201

CMOS カメラ 115 – O2M202

CMOS カメラ 115 内蔵 O2M203

技術データ

センサー種別
PAL解像度                                          [ピクセルl]

イメージ書換速度                                         [fps]

1/4" 4:3 VGA CMOS カラーイメージセンサー
680 x 480

25

接続 0.5 m 接続ケーブル
M16 コネクター付き

保護構造 IP 68 / IP 69K

使用電源電圧範囲                                      [V DC] 8~32

レンズヒーター 自動
使用周囲温度 -40~85

アナログビデオ出力付カメラ O2M

タイプ 概要 コード
No.

金属製保護カバー、ステンレス E2M212

固定用ベース E2M211

振動ダンパーセット E2M213

交換用固定具 E2M210

アクセサリー
概要 コード

No.

ビデオスプリッター、4台までのカメライメー
ジ (PAL)を一般的モニターまたはプロセスダイ
アログモジュールに表示

E2M250

M16接続ケーブル、3.85m、8ピン
E2M250 Multi ViewBoxへの電源供給用、オー
プンケーブルエンド

E2M251

M16ソケット、配線可能、8ピン、
E2M250 Multi ViewBoxへの電源供給用 E2M252

Multi view box

タイプ

技術データ

ビデオ信号 PAL, 720 H x 576 V
(アクティブ 680 x 480)

入力 4

接続 M16 コネクター
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ケーブル
E2M203

タイプ 概要 コード
No.

アダプターケーブルM12コネクター－
M16ソケット用、黒、PVCケーブル
カメラ、PDM NG接続用

E2M200

アダプターケーブルM12コネクター－
M16ソケット用、黒、PVCケーブル
カメラ2台、PDM NG接続用

E2M201

接続ケーブルM16コネクター－
M16ソケット用、5m、黒、PVCケーブル E2M203

接続ケーブルM16コネクター－
M16ソケット用、11m、黒、PVCケーブル E2M204

接続ケーブルM16コネクター－
M16ソケット用、16m、黒、PVCケーブル E2M205

接続ケーブルM16コネクター－
M16ソケット用、21m、黒、PVCケーブル E2M206

アダプターケーブル、BNCコネクター－ M12
ソケット用、 BNCソケット付き、
モニター接続用

E2M260

接続テクノロジー
タイプ 概要 コード

No.

7インチカラーディスプレイ、機能キー9個、
ナビゲーションキー、
2×アナログビデオ入力、タッチスクリーン

CR1082

7インチカラーディスプレイ、機能キー9個、
ナビゲーションキー、2×アナログビデオ入力 CR1085

7インチカラーディスプレイ、機能キー8個、
2×アナログビデオ入力 CR1083

7インチカラーディスプレイ、機能キー9個、
エンコーダー、2×アナログビデオ入力 CR1084

12インチカラーディスプレイ、機能キー13個、
ナビゲーションキー、2×アナログビデオ入力 CR1200

12インチカラーディスプレイ、機能キー13個、
ナビゲーションキー、2×アナログビデオ入力、
タッチスクリーン

CR1201

7インチTFT カラー液晶モニター、
LEDバックライト付き、1×ビデオ入力 E2M231

7インチTFT カラー液晶モニター、
LEDバックライト付き、2×ビデオ入力 E2M232

ダイアログモジュール PDM360 NG

アダプターケーブル
E2M200

3D カメラ
O3M251

3D カメラ
O3M251

アダプターケーブル
E3M161

Multi-view box

E2M250

カメラ
O2M2xx

カメラ
O2M2xx

ケーブル
E2M251

または
CR1200

E2M231

詳細について：https://www.ifm.com/jp/ja/category/080/080_045
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堅牢な
7インチ TFT 
カラー液晶モニター

概要

7インチTFT カラー液晶モニター、 LEDバックライト付き、
O2M2型カメラ/O3M2型スマートカメラ直接接続用、ビデオ入力付き、
解像度 WVGA 800 x RGB x 480

コード
No.

E2M231

7インチTFT カラー液晶モニター、 LEDバックライト付き、
O2M2型カメラ/O3M2型スマートカメラ直接接続用、ビデオ入力付き、
解像度 WVGA 800 x RGB x 480

E2M232

アナログビデオ入力付モニター E2M2

タイプ 概要 コード
No.

モニター取付クランプセット E2M239

ビデオアダプターケーブル、
M12コネクター－ M16コネクター用、
O3M2型 3Dカメラ接続用

E3M161

概要 コード
No.

アンチグレアフレーム、大、樹脂外装 E2M233

アンチグレアフレーム、小
(モニター同梱)

E2M234

追加カメラ3台接続用
ビデオスイッチ E2M235

RAMマウントセット、90 mm E2M236

RAMマウントセット、144 mm E2M237

RAMマウントプレート E2M238

アクセサリー
タイプ

概要

3Dスマートカメラ
PALビデオ出力付き

視野角[°]

70 x 23 (3D), 90 (2D)

コード
No.

O3M2516)

アナログカメラ
PALビデオ出力付き

95 x 32 (3D), 120 (2D) O3M2616)

アナログカメラ、PALビデオ出力付
き、ミラー機能搭載

アナログカメラ、PALビデオ出力付
き、ミラー機能搭載

78 O2M200

78 O2M201

115 O2M203

– E2M250
MultiViewBoxビデオスプリッター、
カメラ4台まで(PAL)

115 O2M202

カメラ

6) その他の必要なアクセサリーについては、24~27ページをご覧ください。
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モニター
E2M231

カメラ
O2M2xx

ビデオスイッチ
E2M235

ケーブル
E2M203等

モニター
E2M231

モニター
E2M232

ビデオスイッチ
E2M235

電圧供給 DC 24 V

電圧供給 DC 24 V

電圧供給 DC 24 V

詳細について：https://www.ifm.com/jp/ja/category/080/080_045
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概要
設定距離/視野サイズ

タイプ O3M 視野角 70° x 23° / 95° x 32°

設定距離[m] 30

視野サイズ[m]

3Dセンサー

15105

補足：
O3Mシリーズ3Dセンサーは、衝突警告や領域監視といったドライバー支援などにご利用いただけます。光電システムであるため、重度の汚れによって機能が損なわれる場合があ
ります。このシステムは電気的検知保護設備に関する国際電気標準会規格IEC61496の要求事項には適合していないため、オペレーター保護用の安全機能実装には使用しないでく
ださい。O3Mシリーズ3Dセンサーは、機械オペレーター支援にご利用いただけますが、オペレーターは全ての操作に対して全面的に責任を負うものとします。

タイプ 視野角[°] 物体認識の
測定範囲 [m]

視野サイズ
W×H [m]

O3M151
O3M251

70 x 23
10 14 x 4

30 42 x 12

タイプ 視野角[°] 物体認識の
測定範囲 [m]

視野サイズ
W×H [m]

O3M161
O3M261

95 x 32
10 20.8 x 5.5

30 65 x 17

ソフトウェアの
バージョン

物体種別 動作条件 物体認識の測定範囲
[m]

O3M151
O3M251

O3M161
O3M261

O3M151
O3M251

O3M161
O3M261

O3M151
O3M251

O3M161
O3M261

ROIの標準測定範囲
[m]

標準測定精度
[cm]

OD
物体認識 車両

晴れ (~120 kLux) 0.25~30 – –

曇り (~20 kLux) 0.25~40 – –

暗所 0.25~50 – –

OD
物体認識

反射率の高い物体
(視認性の高い
ベストなど)

晴れ (~120 kLux) 1~40 – –

曇り (~20 kLux) 1~60 – –

暗所 1~80 – –

OD
物体認識 人7)

晴れ (~120 kLux) 0.25~12 – –

曇り (~20 kLux) 0.25~16 – –

暗所 0.25~20 – –

DI / BF 
距離イメージ

基本機能

晴れ (~120 kLux) – 0.25~12 ± 15

曇り (~20 kLux) – 0.25~15 ± 10

暗所 – 0.25~30

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0.25~8

0.25~11

0.25~21 ± 5

Type O3M151 / O3M251 / O3M161 / O3M261 の測定精度

7)人という単語は、あくまで大きさの目安として使用しております。

0.25~21

0.25~30

0.25~35

1~29

1~42

1~55

0.25~9

0.25~12

0.25~15

–

–

–
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タイプO2M200 / O2M201視野角78°

1,5 x 1,1
3 x 2,2

7,5 x 5,5

設定距離[m]

視野サイズ[m]

3Dセンサー

521

15 x 11

3 x 2,2
6 x 4,4

設定距離[m] 521

視野サイズ[m]

3Dセンサー

タイプO2M202 / O2M203視野角115°
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ポジションセンサー

モーションコントロール
ユニット

画像認識ユニット

セーフティーユニット

プロセスセンサー

バスシステム

IO-Link

モバイルシステム

状態監視システム

コネクター / 
スプリッターボックス

ソフトウェア

電源

アクセサリー

認証システム
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www.ifm.com/jp
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〒103-0023
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Fax 03-5255-5511
サービスセンター 0120 78 2070(価格・納期)/2071(技術内容)

moc.mfi@pj.ofni ：liam-E

東京営業所 03 5255 5505
名古屋営業所 052 776 5666
大阪営業所 06 6615 3131
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九州営業所 092 474 7382
東金物流センター 0475 50 3007




