AMS 300i
高精度レーザー距離測定センサ

integrated connectivity
connectivity.

www.leuze.de

妥協のない精確さと適合性

AMS 300i
計測ダイナミクス、機能、多様なインターフェイスに対応するトップモデル

integrated connectivity.

距離測定
早くそして正確に
AMS 300iは、ハイベイ倉庫などの移動システムコン
ポーネントの位置データを迅速かつ確実に検出する
アプリケーションで使用されます。
多数のインターフェース対応はユニークで、AMS
300iは真のグローバルプレーヤーと言えます。
測定データは診断および制御目的のために、部分的
に2つのインターフェース上で並行して出力すること
も可能です。

簡単な操作

簡単なインターフェースの選択

最新の信号プロセッサーの使用により300mまでの距離を最高精度で迅速に測定します。間隔はミリ秒単位。
ボーダーラインの状況を搭載された様々なデバイスの機能カタログで検出し、表示します。
豊富な診断機能で不具合発生前にタイムリーなメッセージを発します。

intergated connectivity.








フィールドバス
主要な産業用フィールドバスに直接対応可能な
豊富なインターフェ―ス
Ethernetモデル
ライン型又はリング型トポロジーのセットアッ
プ用スイッチ内蔵
コンフィグレーション
本体操作またはバス経由で遠隔設定に対応
交換時

easy handling.








すべてのパラメータがフィールドバス経由で新
しいデバイスに自動的に転送


PROFIBUS
パラレルSSIインタフェースの利用が可能





think modular.


多彩なオプション
お使いのアプリケーションに最適に適合させ
る豊富なインターフェース、寒冷環境用の
ヒーティング機能や、3段階の最大測定距離ラ
インナップ

設置とアライメントに革新を
独自のブラケットを搭載し、設置及びアライメ
ントの角度調整の手間を軽減します。
データトランスミッタとの高い親和性
光データトランスミッタDDLSシリーズに対し
近距離で並列設置しても互いに干渉しません。
シンプルアライメント
はっきりと視認できる赤色可視レーザーを採用
距離の再校正不要
ボールマウントを支点とし、デバイス交換時に
距離の変化がありません。
5言語表示に対応
標準的なM12コネクタを採用しフレキシビリ
ティを追求

availability control.


レーザー、温度、受信信号レベル、位置ウィン
ドウまたは速度などのパラメータの継続的な監
視により、システムが不具合発生前にメッセー
ジをタイムリーに発し、装置の事前点検とメン
テナンスが可能に

あらゆる要求を満たす
最高スペック
絶対位置測定精度、エラー診断やシンプルな使いやすさを追求した
AMS 300i はあらゆるアプリケーションでご満足頂ける距離センサです。

intergated connectivity.
AMS300iモデルのデータは、2つのパラレルインタフェー
スを介して同時出力が可能です。 位置データと診断データ
の設定と出力は、ここではPROFIBUSまたはPROFINETイ
ンターフェースを介して行われます。 同時に位置データは
SSIインタフェースを介して出力され、モータ制御のため
に使用することができます。

下記のアクションは2つのパラレルインター
フェイスで並行して実行できます。





コンフィグレーション
診断
可視化
ポジショニング

PROFINET
PROFIBUS
PLC

AMS 304i … SSI
AMS 348i …SSI

軸ドライブ

SSI-Interface

周波数インバータ

easy handling.
AMS 300iは2つのシステム間で相互干渉すること
なく、光データトランスミッタDDLSシリーズの
すぐ隣に取り付けることができます。 そのため双
方のデバイスは、設置スペースが限られた状況で
も使用可能です。

easy handling.
一体化されたアラインメント及び固定ユニット
は、装置のアラインメントをを容易なものにしま
す。 ボールマウントを支点とした絶対的な直線精
度により、交換しても距離がズレず、再度システ
ム全体を校正する必要がありません。

availability control.
本体に搭載されたディスプレイを用いてデバイス
上で診断を直接行うことができます。
例えばレンズの汚れにより、受光量が低下してき
た場合、インタフェースを経由して信号が伝送さ
れます。

仕様
アクセサリ

仕様

AMS 3xxi 40

AMS 3xxi 120

AMS 3xxi 200

AMS 3xxi 300

距離

0,2 – 40 m

0,2 – 120 m

0,2 – 200 m

0,2 – 300 m

精度

±2 mm

±2 mm

±3 mm

±5 mm

繰り返し精度 1/σ

0,3 mm

0,5 mm

0,7 mm

1,5 mm

ライトスポット径

≤40 mm

≤100 mm

≤150 mm

≤220 mm

最高移動速度

≤10 m / s

電気的データ
電圧

18 – 30 V DC

消費電流

250 mA ヒーティングなし / 500 mA ヒーティングあり

光学的データ
トランスミッタ

レーザーダイオード、赤色光、波長650～690nm

レーザークラス

レーザークラス 2 EN 60825-1に準拠; CDRH

環境条件
動作温度

-5 – 50 °C ヒーティングなし / -30 – 50 °C ヒーティングあり

保護等級

IP 65

インターフェース

PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, CANopen, EtherNet IP, EtherCAT, Ethernet,
SSI, RS 232 / 422 / 485, Interbus

CDRH

認証

ISO 9001

モデル





-30℃まで対応のヒーティング機能搭載
M12コネクタ
動作範囲 40 / 120 / 200 / 300m
ディスプレイでのIPアドレス設定と診断

アクセサリ
レーザー距離測定装置の最適な取り付けのため
に必要な付属品もすべて取り揃えています。






反射テープ
ヒーティング機能搭載型及び非搭載リフレクタ
接続ケーブルとコネクタ
レーザー回折ミラー

お問合せ︓ 株式会社イリス

〒141-0021 東京都品川区上大崎3-12-18

TEL: 03-3443-4143

eMail: japan-mpit@illies.de

OUR
PROMISE
TO YOU
SMARTER PRODUCT USABILITY
With regard to our product developments, we systematically place emphasis on
the especially good usability of all devices. To this end, simple mounting and
alignment are taken into account – just as the uncomplicated integrability of the
sensors in existing field bus systems and easy configuration, e.g. via a web
browser, are.

SMARTER APPLICATION KNOW-HOW
Whoever can do it all, can do nothing right. Which is why we concentrate on
selected target sectors and applications. There, we are specialists and know
all aspects inside out. For this purpose, we optimize our solutions and offer
a comprehensive product range that makes it possible for our
customers to obtain the absolute best solutions from a single source.

SMARTER CUSTOMER SERVICE
The technical and personal proximity to our customers, and a skilled,
straightforward handling of queries and problems, are among our
strengths – and will remain so. Consequently, we will continue to
expand our service offerings and, indeed, also forge ahead in new
directions to persistently redefine the utmost in customer service.
Whether on the phone, on the Internet or on-site with our
customers – regardless of when and where the expertise of the
sensor people is needed at any time.

Info at: www.leuze.com

Ivana Bechtle,
Head of Customer
Care Center –
Region North / East

Switching Sensors
Optical Sensors
Ultrasonic Sensors
Fiber Optic Sensors
Inductive Switches
Forked Sensors
Light Curtains
Special Sensors
Measuring Sensors
Distance Sensors
Sensors for Positioning
3D Sensors
Light Curtains
Forked Sensors
Products for Safety at Work
Optoelectronic Safety Sensors
Safe Locking Devices, Switches and Proximity Sensors
Safe Control Components
Machine Safety Services
Identification
Bar Code Identification
2D-Code Identification
RF Identification
Data Transmission /
Control Components
MA Modular Connection Units
Data Transmission
Safe Control Components
Signaling Devices
Connection Technology and Passive Distribution Boxes
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Industrial Image Processing
Light Section Sensors
Smart Camera

