
インストレーションインストラクション

超音波シングルアナログ出力センサ

仕様

 AV– アナログ電圧（DC0 ～ 10V）または AI– アナログ電流（4 ～ 20mA）
 金属ターゲットの場合は 100 x 100mm（3.94 x 3.94 インチ）

 金属ターゲットの場合は 200 x 200mm（7.87 x 7.87 インチ）

 金属ターゲットの場合は 400 x 400mm（15.75 x 15.75 インチ）

モデル 873P-D18-400-D4 873P-D18-900-D4 873P-D18-2200-D4 873P-D30-2500-D4 873P-D30-3500-D4 873P-D30-6000-D4

認可 cULus リストおよび該当するすべての指令に対して CE マーク

定格検出距離
 50 ～ 400mm 
（1.97 ～ 15.7 インチ）

100 ～ 900mm 
（3.94 ～ 35.4 インチ）

200 ～ 2200mm 
（7.87 ～ 88.6 インチ）

200 ～ 2500mm 
（7.87 ～ 98.4 インチ）

250 ～ 3500mm 
（9.87～ 137.8 インチ）

350 ～ 6000mm 
（13.8 ～ 236.2 インチ）

ティーチング可能な検知範囲
50 ～ 400mm 
（1.97 ～ 15.7 インチ）

100 ～ 900mm  200 ～ 2200mm  200 ～ 2500mm  250 ～ 3500mm  350 ～ 6000mm 

不感帯
0 ～ 50mm 
（0 ～ 1.97 インチ）

0 ～ 100mm 
（0 ～ 3.94 インチ）

0 ～ 200mm 0 ～ 200mm 0 ～ 250mm 0 ～ 350mm

ビーム角 ±8° ±7° 14°±1° 15°±2°

感度調整 押しボタン

直線性 フルスケール値の 1% 未満

分解能 1mm（0.04 インチ） 2mm（0.08 インチ） 3mm（0.12 インチ） 2mm（0.08 インチ） 4mm（0.16 インチ） 6mm（0.24 インチ）

精度 検知範囲の 0.1%

ヒステリシス フルスケール値の 1% 未満

リップル 5%

消費電流 ≤50mA 

出力タイプ AV または AI

トランスデューサ周波数 300kHz 200kHz 150kHz 112kHz 75kHz

応答時間 500msec 600msec

使用可能になる前の遅延時間 ≤900msec ≤1400msec 

電気的保護 極性反転、過渡ノイズ、短絡、過負荷

最小負荷（アナログ電圧） 3kΩ

最大電流（アナログ電圧出力） 40mA

温度範囲 -20 ～ +60°C（-4 ～ +140°F） -20 ～ +70°C（-4 ～ +158°F）

温度補正 あり

温度ドリフト ±5% 

ハウジングの材質 プラスチック —PBT

アクティブヘッドの材質 エポキシ樹脂 — グラスレジン

保護等級 IP67（EN 60529）

動作電圧 カタログ番号

DC12 ～ 30V 873P-D30AI-2500-D4、873P-D30AI-3500-D4、873P-D30AI-6000-D4

DC15 ～ 30V

873P-D18AV-400-D4、873P-D18AI-400-D4、
873P-D18AV-900-D4、873P-D18AI-900-D4、
873P-D18AV-2200-D4、873P-D18AI-2200-D4、873P-D30AV-2500-D4、
873P-D30AV-3500-D4、873P-D30AV-6000-D4

873P センサは、1 セット・ポイント・モードで最大の
検知範囲に工場で設定されます。

重要 : これらのインストラクション（手順書）は、将来使用するために保存しておいてください。

重要
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2    873P 超音波シングルアナログ出力センサ
ウィンドウモード

この検知モードでは、センサの定義された検知範囲内で近点と遠
点のティーチングを行ないます。 P1 と P2 は、アナログ出力ス
ロープを定義します。 P1は4mA/DC0V位置を決定し、P2は20mA/
DC10V 位置を決定します。 アナログ出力は、ティーチングされた
2 つのセットポイントの間にスケーリングされます。

立ち上がりランプ : センサからのターゲットの距離が長くなるに

つれて電流または電圧値が増加します。 

立ち下がりランプ : センサからのターゲットの距離が長くなるに

つれて電流または電圧値が減少します。

セットポイント 1（P1）
1. ターゲットを必要な近 / 遠点に配置します。

a. 近点を最初に設定すると立ち上がりランプになります。

b. 遠点を最初に設定すると立ち下がりランプになります。

2. ターゲットが所定の位置にある状態で、ティーチボタンを押し
て放します。

黄色と緑色の LED が同時に点滅し、1 回目のセットポイント P1
が設定されたことを示します。 センサは、2 回目のセットポイン
トが設定されるまで待機します。 

セットポイント 2（P2）
1. ターゲットを必要な遠 / 近点に配置します。

2. ティーチボタンを押して放します。 センサが動作可能な状態
になります。

1 セット・ポイント・モード

この検知モードでは、セットポイントは定義された検知範囲に
ティーチングされます。 センサの作動範囲は、ユーザがティーチ
ングしたセットポイントに対して最小の検知距離になります。
セットポイントがティーチングされた位置に応じて、ターゲット
がセンサの最小検知距離とティーチングされたセットポイントの
間を通過したときに出力がオンになります。 アナログ出力は、こ
れらの2つのセットポイントの間にスケーリングされます。1セッ
ト・ポイント・モードを使用する場合、センサは立ち上がりラン
プアナログ出力にのみ設定可能です。 センサを立ち下がりランプ
に設定することはできません。

20 mA/
DC10V

立ち上がり
ランプ

Pin 4
(BK)

不
感
帯

4 mA/
DC0V mmP2P1BZ

20 mA/
DC10V

立ち下がり
ランプ

Pin 4
(BK)

不
感
帯

4 mA/
DC0V mmP1P2BZ
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1. ターゲットを必要なセットポイントに配置します。

2. ティーチボタンを押して放します。 黄色と緑色のLEDが同時に
点滅し、センサがセットポイントを学習したことを示します。

3. ターゲットを同じ位置に保持しながら、ティーチボタンを押し
て放します。 黄色の LED が 2 回点滅し、センサが使用可能な
状態であることを示します。 最小検知距離が仕様表に表示さ
れます。

センサを 1 セット・ポイント・モードで設定す
る場合、ティーチボタンを 1 回目と 2 回目に押
すときにターゲットが完全に同じ距離にあるこ
とが非常に重要になります。 ターゲット（または
センサ）がわずかでも移動すると、ティーチボタ
ンを 2 回押したときに検出される範囲がそれぞ
れ異なり、センサはウィンドウモードで設定され
ます。 

緑色と黄色の LED が約 2 秒間、非同期的に点滅
し、センサの検知範囲内にターゲットが存在せ
ず、そのためティーチングのセットポイントがな
いことを示しています。 この状態が発生した場
合は、873P はこのティーチングを無視して前の
設定に復旧します。 これに対して、ティーチング
中に物体が検出された場合は、黄色と緑色のLED
が同期的に点滅し、ティーチボタンが 2 回目に
押されるまで点滅を続けます。

シングルアナログ出力インジケータ LED 機能

LED 色 機能

A 黄色 出力状態

B 黄色 ティーチング機能

C 緑色 エコー LED/ ティーチング機能

20 mA/
DC10V

立ち上がり
ランプ

Pin 4
(BK)

不
感
帯

4 mA
DC0V mmP1=P2最小検知距離BZ

重要

重要

1

2

3

4

（黄色）
ティーチ

（緑）
エコー /
ティーチ

      （黄色）
出力状態

ティーチボタン
M18 LED

ティーチボタン

黄色の LED B
ティーチング機能

黄色の LED A
出力状態

緑色の LED C
エコー LED/
ティーチング機能

A B

C

M30 LED
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873P 超音波シングルアナログ出力センサ    3
 緑色の LED は、エコーが物体（必ずしもターゲットであるとは
限りません）からセンサに反射されたことを示します。 主に整
列目的で使用されます。

 立ち上がりランプの場合
 立ち下がりランプの場合

その他の機能

保留機能

保留機能は、センサの動作を抑止し、出力を現在の状態に保持し
ます。

アナログ出力 :HOLD ピンが NEG に接続されている場合、超音波
の発射が停止され、アナログ出力が現在の状態に固定されます。
SYNC ピンが POS に接続されている、または接続されていない
場合は、センサは正常に動作します。

ティーチボタンのロックアウト機能 

ロックアウト機能は、押しボタンをロックしてセンサの意図しな
いティーチングを防止します。

ティーチボタンのロック : 緑色の LED C とともに、黄色の LED
A および B が交互に点滅するまで、ティーチボタンを 8 秒間押
し、 ティーチボタンを放します。 押しボタンがロックされます。

ティーチボタンのロック解除 : ティーチボタンを 8 秒間 、 黄色の
LED A と B が交互 に  緑色の LED C とともに点滅するまで押し
ます。ティーチボタンを放します。 再びセンサのティーチングを
行なうことが可能になります。

超音波センサの同期

このモードでは、すべてのセンサは PLC 上の同じ出力に接続さ
れます。SYNC パルスが PLC の出力に接続されているすべての
センサを同時に駆動します。センサを取付ける場合は、使用する
センサのタイプに応じて距離が異なるため、センサ間の最小距離
に注意を払う必要があります（下記参照）。 ターゲットは、同期す
る各センサから等しい距離に配置する必要があります。ターゲッ
トの位置は、全体がフラットになるように注意してください。 取
付けが適切であれば、同期したセンサは検出角度が拡張された単
一のセンサであるかのように動作します。

動作説明 :

ピン 2（白色）を同期するすべてのセンサに接続します。 すべて
のセンサが同時にトリガされます。 他と比べて長い検知距離に対
するクロストーク信号は無視されます。 外部同期パルスによりセ
ンサが制御されます。

すべての最小距離は、ターゲットの距離と材質によって異なりま
す。 「T」は SYNC ワイヤに適用されるパルス時間を示し、「幅」
はパルス幅を示します。

• 400mm 検知範囲センサ
T ≥ 4msec

500µsec ≤ 幅 ≤ 1msec
センサの最小間隔 : 50 ～ 100mm

• 900mm 検知範囲センサ
T ≥ 7.5msec 

500µsec ≤ 幅 ≤ 1msec
センサの最小間隔 : 30 ～ 50mm

• 2200mm 検知範囲センサ
T ≥ 17.5msec 

500µsec ≤ 幅 ≤ 1msec
センサの最小間隔 : 30 ～ 40mm

シングルアナログ出力

動作モード

緑色 LED
（アラインメント）

黄色 LED A
（出力）

 黄色 LED B
（ティーチング）

標準動作

ターゲットが存在 点灯 点灯または消灯 消灯

ターゲットが不在 点灯 / 消灯 点灯または消灯 消灯
Pub No. 873P-IN005A
• 2500mm 検知範囲センサ
T ≥ 25msec 

500µsec ≤ 幅 ≤ 5msec
センサの最小間隔 : 1.5m までの作動距離では 100mm、1.5m を

超える作動距離では 50mm ターゲットの材質もこれらの距離

に影響します。

• 3500mm 検知範囲センサ
T ≥ 35msec 

500µsec ≤ 幅 ≤ 5msec
センサの最小間隔 : 1.5m までの作動距離では 100mm、1.5m を

超える作動距離では 50mm ターゲットの材質もこれらの距離

に影響します。

• 6000mm 検知範囲センサ
T >=60msec

500usec<= 幅 <= 1msec
センサ間の最小距離は 200mm ターゲットの材質もこれらの

距離に影響します。

ビーム図
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ロックウェル・オートメーションでは、以下の Web サイトで最新の製品環境情報を公開

http//www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-com

Allen-Bradley および Rockwell Automation は、Rockwell Automation,Inc. の商標です

配線図
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HOLD/
SYNC

4

3 1
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アナログ電圧

- +

DC0～ 10V

HOLD/
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ソリッドステート機器は、発信源の出力や周波
数によっては無線周波（RF）障害の影響を受け
る場合があります。 RF 発信装置をソリッドス
テート機器の知覚で使用する場合は、トランス
ミッタの動作がセンサ機器およびその配線から
安全な作動距離に制限されるように徹底したテ
ストを実施してください。

重要

注意
この装置の予期されない操作により危険な状態
が発生した場合は、検知エリアを保護してくだ
さい。
Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA
Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 D
Asia Pacifi : Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong 

裏表紙
しています。

pliance.page

。 Rockwell Automation に属さない商標は、それぞれの企業に所有されています。
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