
Accepting challenges. 
Experiencing reliability. 
Reinterpreting innovation.

製品概要
LiDAR センサ



LiDAR センサ 
最高のパフォーマンスを実現する 
革新的なセンサ ソリューション

Pepperl+Fuchs は、数十年の経験と豊富な技術的ノウハウを活かし、 
絶えず革新的なアイデアを推し進めています。 
パルス レンジ テクノロジー (PRT) を用いた LiDAR センサは、 
この伝統を受け継ぎ、高精度かつ安定した測定結果を提供します。 
こうした当社の体系的な開発アプローチにより、今後も、 
さらにパワフルな新しいセンサソリューションを提供し続けます。

その先の欠かせない一歩

Pepperl+Fuchs の LiDAR センサの製品ラインアップは、基本的なニーズから高度な 
ものまで、どんなアプリケーションにも適切に対応したソリューションを提供します。 
R2000 は、360°をカバーした高精度の 2-D レーザ スキャナです。R2300 は、 
4 つのレイヤを搭載した 3-D レーザ スキャナです。より多くの情報量と信頼性の高い 
測定結果を提供します。R2100 は、耐久性とコスト パフォーマンスに優れたマルチ  
ビーム LED スキャナです。シンプルで信頼性の高い検出に最適です。

優れたテクノロジー : 正確で安定した測定結果を得られる PRT

Pepperl+Fuchs は、パルス レンジ テクノロジー (PRT) の開発によって、 
タイム オブ フライト (ToF) を採用した製品を、商業および産業用途へ展開しました。 
精密で安定性の高いこのテクノロジーは、幅広いニーズに対応し、 
応用することができます。PRT は、厳しい条件下でも、完璧な精度と高い信頼性で、 
数 cm から数百 m の距離を測定します。

2 



 3



パルス レンジ テクノロジー 
高精度を実現するインテリジェント テクノロジー

Pepperl+ Fuchs は、高精度な距離測定を目指して、パルス レンジ テクノロジー (PRT) を 
独自に開発しました。数 cm から数百 m の距離を高精度で測定することができます。

連続ビームに代わる高エネルギー パルスを照射

パルス レンジ テクノロジーは、強力な光源を用いて短いパルス 
状の光を照射します。このパルスがターゲットに反射されると、 
高感度な受光器によって高精度で検出されます。そして、投光と 
受光の時間差と光速をもとに、ターゲットまでの正確な距離を 
算出します。

光パルスのエネルギー量は、間接測定方式や DC 点灯方式光源を 
用いたセンサの光源と比較すると、大幅に高い結果が得られます。 
PRT の測定範囲は、三角測量とは異なり、光学系部品の 
レイアウトによる制限を受けません。PRT センサは、 
比較的小さなハウジングでも、広い測定範囲が得られ、 
同時にレベルの高い要求に対応した測定の精度と 
信頼性を実現します。

長距離でもピンポイント精度を実現

パルス レンジ テクノロジーが大きな成功を収めた理由の 
ひとつに、光パルスのエネルギー密度の高さが挙げられます。 
これにより、より長距離の検出を実現するだけでなく、外来光や 
物性の違いによる干渉を効果的に抑制することができます。 
PRT センサは、光パルスの到達時間を直接測定することで、 
高精度かつ安定した測定結果が得られます。

時間 t 

TL

投光信号

投光時間

受光時間

受光信号
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パルス レンジ テクノロジー 
高精度を実現するインテリジェント テクノロジー

全方位モニタ : R2000

測定視野角は 360°で、全方向を見渡すことができる 
スキャナです。この 2-D レーザ スキャナは、クラス最高の 
角度分解能を備え、対話型全方位ディスプレイでステータス情報
を一目で把握できます。基本的な設定は、本体で直接行う 
ことができます。また、動作中でも動作状態や診断情報を確認する 
ことができます。

4 面で高精度スキャン : R2300

R2300 マルチ レイヤ スキャナ は、4 台分のスキャナを  
1 台に集約しています。複数のレイヤをスキャンするため、 
より多くの情報量が得られます。わずかな物体の構造や輪郭も 
確実に検出します。パイロット レーザを使えば、調整作業や 
コミッショニングが簡単にできます。可動部品を減らした 
電子回路設計により、耐久性が特に向上しています。

PRT の代表的なアプリケーション

	� 中程度から広範囲の検出、周囲条件が変動する場合 

	� 複数のスキャナを用いた多層や多軸の並列処理 

	� 正確な検出と位置決め 

	� 確実なナビゲーション サポートと衝突回避

マルチ ビーム LED スキャナ R2100、2-D レーザ スキャナ R2000、マルチ レイヤ スキャナ R2300

経済的で堅牢なソリューション : R2100

R2100は、可動部品のない電子回路設計により、高い耐久性を 
持っています。また、コストパフォーマンスにも優れています。 
11 本のビームによって、2-D 測定を行い、確実な測定結果を得る 
ことができます。複数のワイド ビーム照射により、表面の質感の 
影響を受けずに、確実に検出します。
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360°

検出距離 60 m スキャン範囲 対話型全方位 
ディスプレイ

微小物体の検出

テクニカル データ R2000 UHD (Ultra High Density : 超高分解能
モデル)

R2000 HD (High Density : 高分解能モデル)

型番 OMD10M-R2000-B23-V1V1D
OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L
OMD60M-R2000-B23-V1V1D-1L

OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L

検出距離 拡散反射 : 10 m / 回帰反射 : 60 m (OMD10M)
拡散反射 : 30 m / 回帰反射 : 200 m (OMD30M)
拡散反射 : 60 m / 回帰反射 : 200 m (OMD60M)

拡散反射 : 30 m / 回帰反射 : 30 m

スキャン範囲 360°

繰り返し精度 12 mm 未満

分解能 1 mm

光源タイプ 赤色光、レーザ赤外線 レーザ赤外線

最小角度分解能 0.014° 0.043°

サンプリング レート 250,000 Hz 84,000 Hz

インターフェース Ethernet TCP/IP 、UDP 、100 M bit/s

出力データ 距離 / 角度 / エコー / タイムス タンプ

レーザ クラス 1

R2000 UHD/HD 
厳しいアプリケーションに対応する高精度測定を実現

わずかな物体も正確に検出

R2000 の優れた面は、ユニークな機能の組み合わせにあります。 
精密なライトスポットと高い角度分解能により、わずか 1 mm の 
物体でも検出することが可能です。これによって、非常に厳しい 
環境下でも、信頼性の高い物体検出と明確な測定結果を得ることが 
できます。360°の測定角度により、常に全方位のモニタが可能です。

ハイライト

	� R2000 HD/UHD : 高精度な測定データを出力
	� シャープなライト スポットによって、微細な物体検出と正確な 

エッジ検出が可能
	� 測定視野角 360°の全方位モニタ
	� 装置組み込みを容易にするコンパクトなデザイン
	� 対話型全方位ディスプレイでステータス情報を一目で把握

詳細については、次のウェブサイトをご覧ください。
www.pepperl-fuchs.com/pf-r2000
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360°の視野で正確な検出を実現

R2000 は、測定視野角 360°で全方位をモニタできます。 
対話型全方位ディスプレイには、情報が文字やグラフィックスで 
表示されます。基本的な設定は、表示に従って本体で直接操作 
できます。また、動作中の診断情報を表示することも可能です。 
診断情報には、レンズの汚れ具合も表示され、不具合が発生する 
前に対処することができます。

R2000 HD、R2000 UHD のディスプレイ

操作部

非常に高いサンプリング レート、高い角度分解能、広い検出範囲

R2000 は、高速スキャンを実行しながら、市場最高レベルの 
角度分解能 0.014°で測定します。毎分 3,000 回転のスキャン、 
250,000 Hz のサンプリング レートにより、最高の性能を 
実現します。フィルタの切り替えによって、アプリケーションに 
応じて、測定値の出力を簡単かつ迅速に調整することができます。
さらにR2000 は、拡散反射の他に、リフレクタを用いた回帰反射の
測定、および両者の判別も可能です。測定データに正確な 
タイムスタンプを付けることで、動的な測定を正確に 
組み込むことができます。
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R2000 UHD/HD  
高度で複雑なタスクに対応する 
インテリジェント ソリューション
R2000 UHD / HD は、最高のパフォーマンスが要求される場面で真価を発揮します。 
例えば、ロボット アプリケーションでは、精密なライト スポットと高速サンプリング レート 
によって、微細な輪郭や構造もリアルタイムで検出することが可能です。

衝突のない完璧なナビゲーション

物流企業は、無人搬送車を導入して、プロセスの効率化を 
図っています。一例をあげると、無人搬送車は、自動で連続 
コンベアまで走行し、パレットを受け取ります。R2000 の 360° 
全方位測定は、こうしたナビゲーションの重要なニーズの 
ひとつを満たしています。正確なライトスポットと0.014°の 
角度分解能により、他の車両、障害物、ターゲットの確実な位置を
特定することができます。

精密なライト スポットにより、小さな物体も確実に検出し、 
衝突を回避することができます。また、さまざまな評価モード 
により、個々のアプリケーションに柔軟に対応して、 
最適な調整を行うことができます。
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ロボット アプリケーション向けの高精度な輪郭測定

倉庫やマテリアル ハンドリングの現場では、水平コンベアに 
ロボットを搭載し、通過するパレットの隙間に荷物を正確に 
配置します。R2000 をロボット アームに取り付けることで、 
正確な位置計算に必要なデータを提供することができます。 
これにより、荷物を挿入するための空きスペースを検出することが
できます。正確なライトスポットと高いサンプリング レートにより、
細かな輪郭や構造でもリアルタイムに検出します。
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360°

R2000 Detection 
モニタと検出に対応する万能製品

テクニカル データ R2000 Detection

型番 OBD10M-R2000-4EP-V1V17
OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L

検出距離 拡散反射 : 10 m / 回帰反射 : 30 m (OBD10M)
拡散反射 : 30 m / 回帰反射 : 30 m (OBD30M)

スキャン範囲 360°

繰り返し精度 12 mm 未満

最小検出幅 1 mm

最小角度分解能 0.071°

検出フィールド数 4 、設定可能

入出力 スイッチング入出力 4 点、設定可能

パラメータ設定 PACTware 上の R2000 DTM で設定

レーザ クラス 1

微小なターゲットや動的なアプリケーションに最適

R2000 Detection は、シンプルな操作性、高い安定性を誇る 
スキャン軸、クラス最高の角度分解能を兼ね備えています。 
ギャップ コントロールや空きスペース検出などのタスクに最適です。 
4 つの検出フィールドを設定でき、赤外線 (OBD30M) 、 
赤色光 (OBD10M) のモデルがあります。拡散反射検出では、 
赤色光モデルで 10 m 、赤外線モデルで 30 m の検出が可能です。

ハイライト

	� R2000 Detection: フィールド モニタ用スイッチング センサ
	� 安定したブレのないスキャン軸が、スキャン面を正確にモニタ
	� 業界最高レベルの角度分解能 0.071°を実現し、 

微小物体の検出を可能にしたデジタル I/O スキャナ
	� 設定可能な 4 つの検出フィールド、優れた操作性
	� 赤色光レーザ、赤外線レーザの 2 モデル

検出距離 30 m 検出フィールドの 
設定が可能

詳細については、次のウェブサイトをご覧ください。
www.pepperl-fuchs.com/pf-r2000d

対話型全方位 
ディスプレイ

スキャン範囲
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高い柔軟性と調整可能なモニタ フィールド

R2000 Detection の安定したブレのないスキャン軸によって、 
スキャン面を正確で確実にモニタします。本体には 4 つの検出 
フィールドを持ち、DTM により簡単かつ直感的に設定すること 
ができます。そのため、隙間や突起部分の検出に最適です。 
各フィールドの検出状態、トリガ入力、エラー状態を論理回路で 
組んで結果を出力に割り当てることができます。フィールドの 
状態に即した設定ができるため、過酷な環境条件や汚染が 
厳しい場合でも、確実にターゲットを検出することができます。 
また、R2000 はフィールド毎に検出条件を設定できるため、 
さまざまな大きさのターゲットを確実に識別することができます。

全方位モニタ

R2000 Detection は、高性能でコンパクトな 2-D レーザ  
スキャナです。360°全方位モニタとクラス最高の角度分解能を 
実現しています。0.071°の極めて細かい分解能に加えて、高速の 
応答時間が特長です。この分解能と正確なライトスポットによって、
微小な物体も検出することができます。

R2000 Detection のディスプレイ

4 つの検出フィールドの設定が可能
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R2000 Detection 
最高速度でも 衝突事故ゼロ

センサは、自動車生産から倉庫、物流など、さまざまな分野で衝突防止に利用されています。 
R2000 Detection LiDAR センサは、まさにこうした課題に最適です。4 つの検出フィールドを
細かく設定することで、どんな小さな物体でも、常に確実に検出することができます。

高層倉庫での確実な隙間管理

最新の高層倉庫では、荷物の高速運搬に自動倉庫システム (AS/RS) 
が導入されています。このような環境では、小規模な衝突であっても
システム全体の稼動停止につながり、大きな損失が発生する恐れが
あります。R2000 Detection LiDAR センサは、自動倉庫システム
のクレーンやラックに取り付けることができ、0.071°の高い 
角度分解能により、小さな物体も検出することが可能です。 
これによって、潜在的な危険性を早期に発見し、 
衝突を確実に回避することができます。
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自動車生産における小型部品の正確な検出

一般的な自動車の組み立て工程では、車体が生産ラインに沿って
移動します。生産工程の途中で故障や稼働停止が発生しない 
ように、各組み立て工程を間違いなく通過させることが重要です。
そのためには、どんなに小さな部品でも確実に検出する必要があ
ります。R2000 LiDAR センサは、車体の底面をモニタし、 
物体を検出するとすぐに生産ラインを停止させることができます。

その他のアプリケーション

	� はみ出しのモニタ
	� 収納庫の空きスペース検出
	� AGV の衝突回避、ナビゲーション システム
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R2300 
マルチ レイヤによる信頼性と効率化

堅牢な構造と正確な測定

R2300 マルチ レイヤ スキャナは、シングル レイヤよりも多くの 
スキャン情報が得られるため、検出結果の信頼性が格段に向上します。 
消耗部品を減らし、電子回路で構成されているため、 
耐久性に優れています。PRT の採用により、周囲環境やターゲットの
状態の影響を受けず、高精度かつ信頼性の高い測定が可能です。 
1 台に 4 台分のシングル レイヤ スキャナの機能を搭載しているめ、
購入、配線、設置のコストを削減できます。

ハイライト

	� コスト パフォーマンスに優れ、 
汎用性の高いマルチ レイヤ LiDAR センサ 
	� 高いサンプリング レートと分解能は、位置決め、仕分け、 

ナビゲーション サポートに最適
	� 内蔵のパイロット レーザで設置、コミッショニングを簡素化
	� 電子回路で構成されているため、耐久性、効率性、寿命が向上

テクニカル データ R2300

型番 OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

検出距離 10 m (白 90 %)
4 m (黒 10 %)

スキャン範囲 100°

繰り返し精度 12 mm

分解能 1 mm

光源タイプ 測定用 : 赤外線レーザ (クラス 1)
パイロット用 : 赤色レーザ (クラス 1)

角度分解能 0.1°

サンプリング レート 50,000 Hz

インターフェース Ethernet UDP 100 Mbit/s

100°

検出距離 10 m スキャン範囲 パイロット レーザ4 スキャン レイヤ

詳細については、次のウェブサイトをご覧ください。
www.pepperl-fuchs.com/pf-r2300
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1

2

3

容易なコミッショニングと干渉の低減

R2300 は、回転ミラーを除き、すべて電子回路で 
構成されています。可動部品を減らすことで、衝撃や振動に 
強くなり、干渉の影響を低減します。また、内蔵のパイロット  
レーザを利用すれば、設置時に調整を治具なしで容易に行うこと
ができます。

広い視野と優れた機構設計

R2300 マルチ レイヤ スキャナは、0.1°の角度分解能、 
高速サンプリング レート、そして正確なライト スポットを 
兼ね備えています。これにより、微小な物体の構造や輪郭を 
正確かつ確実に検出できます。柔軟性と高精度を両立させた 
スキャナは、現場で実力を発揮します。投光部と受光部を機械的に
分離することで、光学的短絡を防止しています。この結果、 
同じクラスの他社製品に比べてクリーニング頻度が少なくなり、 
稼働停止時間を大幅に低減します。R2300 のコンパクトな 
ハウジングは、自動搬送システムなどの狭いスペース 
にも搭載できます。

1: 投光部と受光部を分離
2: 回転ミラー

3: 4 つのスキャン レイヤで測定
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R2300 
すべてのレイヤをくまなく見渡す

多くのアプリケーションでは、異なるレイヤを同時に検出する必要が 
あります。Pepperl+Fuchs の R2300 は、まさにそこに本領を発揮します。 
この 3-D LiDAR センサは、ベルト コンベアの終端、パレットの位置、 
荷物の位置など、あらゆるものを確実に見守ることができます。

AGV の確実なナビゲーション

倉庫・物流産業では、AGV (無人搬送車）が使用されることが多く、 
AGV はラックの下を走行し、ラックごと持ち上げて指定の目的地 
まで運びます。3-D LiDARセンサ R2300 は、このような 
アプリケーションで、AGV の衝突回避や確実なナビゲーションに 
必要なデータを提供します。優れた測定精度とエリア検出により、 
確実な搬送を実現します。また、狭い車両スペースにも収まる 
コンパクトなハウジングです。

16 



通過型の物流センタでの正確な位置決め

倉庫や物流の業界では、通過型の物流センタを多く 
採用しています。例えば、AGV はコンベアの端にあるパレットを 
回収することがあります。車両に R2300 搭載することで、積荷の 
位置や状態を正確に把握し、車両の最適な位置決めを判断します。 
4 つのスキャン レイヤによって立体的な認識が可能になり、 
物流センタでの確実なプロセスを実現します。
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R2100 
最高レベルのパフォーマンスと効率性

信頼性の高い測定結果をもたらす革新的なテクノロジー

2-D マルチ ビームLED スキャナ R2100 は、パルス レンジ  
テクノロジー（PRT）とマルチ チャンネル測定を最適に 
組み合わせた製品です。11 個の LED を並べて配置し、 
88°の 2-D エリアの評価を行います。これにより、 
周囲の環境に左右されることなく、信頼性の高い安定した 
測定結果を提供することができます。 
従って、R2100 は重機、物流、工作機械、 
プラント エンジニアリングのアプリケーションに最適です。

ハイライト

	� 超高輝度 赤外線 LED を採用、強力なパフォーマンスと 
長寿命化を実現
	� 可動部がないため、優れた耐久性を実現
	� マルチ ビーム スキャンによる 2-D 測定
	� LED 変調方式の採用により、目への悪影響を排除
	� 11 個の広範囲照射のビームによって、 

表面の質感に影響されずに、確実に検出

テクニカル データ R2100

型番 
(インターフェース/ 
プロトコル)

OMD8000-R2100-R2-2V15 (RS232/シリアル)
OMD8000-R2100-B16-2V15 (CAN/CANopen)

検出距離 0.2 ～ 8 m

スキャン範囲 88°

分解能 1 mm

光源タイプ 赤外線 LED 、波長 850 nm 、変調方式

スキャン レート 50 Hz ( 1 スキャン 11 ポイント測定)

動作電圧 10 ～ 30 V DC

消費電流 （無負荷時） 120 mA 以下 (24 V DC 時）

保護等級 IP67

動作周囲温度 –30 ～ 50 °C (–22 ～ 122 °F)

寸法 (L x W x H) 157 × 81 × 45 mm

88° RS232

検出距離 8 m スキャン範囲

詳細については、次のウェブサイトをご覧ください。
www.pepperl-fuchs.com/pf-r2100
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1

2

3

非常に堅牢で、高い効率性

R2100 は、11 個の LED を並列に配置し、2-D エリアを88°の 
視野で測定します。これがマルチ チャンネル測定です。 
他の 2-D レーザ スキャナと異なる点は、すべて電子回路で 
構成され、可動部品を使っていないことです。このため、 
R2100 は非常に堅牢で、機械的負荷がかかるアプリケーション 
に最適です。また、消費電力も極めて少なく、 
特に経済的なソリューションです。

高速な応答で迅速な処理を可能に

R2100 は、高速な応答を実現し、正確な検出と迅速な処理速度を
実現します。LED 測定システムは、目に悪影響を与えず、オペレータ
を最適に保護し、あらゆる作業エリアで危険を及ぼさずに使用する
ことができます。また、それぞれの投光部と受光部が光学的に 
分離された構造となっているため、汚染耐性が大幅に 
向上しています。これにより、クリーニング周期を延ばすことが 
でき、メンテナンスのための稼働停止を大幅に削減することが 
できます。

1: フラット ハウジング
2: 投光部と受光部を分離
3: マルチ チャンネル測定
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R2100 
重要なことに集中

R2100は、堅牢で迅速、かつコストパフォーマンスに優れ、 
機械的な負荷がかかるタスクに最適なセンサ ソリューションです。 
特に、このマルチ ビーム LED スキャナは、シンプルで確実な物体検出に最適です。

確実な検出

R2100 の倉庫での活用法のひとつに、物流センタで確実な 
フォークリフトの検出が挙げられます。この用途では、車両の 
走行方向が検出エリアになるように R2000 をステーションに 
設置します。この設置位置から、フォークリフトなどの接近する 
車両を検出することができます。2-D テクノロジーを 
用いているため、接近する方向は関係しません。 
PRT でフォークリフトとの距離を正確に把握し、コンベアを 
停止させるなど、状況に応じて対応できます。複数の 
ワイド ビーム LED によって相互に測定しているため、関係する 
現象のみを評価することができ、無視すべき小さな物体がプラント
の稼働に影響を及ぼすことを回避します。
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衝突回避の安全性

無人搬送車でラックを運ぶ倉庫では、走行経路上の障害物や他の
車両との衝突を防ぐために、物体検出に R2100 を活用できます。 
このセンサは、あらゆる障害物の距離と位置を確実に把握し、 
その情報をコントロール パネルに送ります。可動部がないため、 
動作時の機械的ストレスが少なく、非常に堅牢です。また、 
R2100 はコストパフォーマンスに優れているため、このような 
課題に最適なソリューションです。また、スキャナの投光には 
赤外線 LEDが用いられています。これは、目に見えないので、 
刺激を受ける可能性はありません。

その他のアプリケーション

	� 物体の検出と仕分け
	� 高さ方向の形状の検出
	� 車両の検出
	� 個室使用中の確認
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最新の技術で最高の通信を実現

PACTware は、フィールド デバイスの通信を最適化する  
FDT (フィールド デバイス ツール） フレーム アプリケーションです。 
FDT テクノロジーは、オートメーション ピラミッドの上位レベル 
階層への情報提供が可能です。最新版のソフトウェア PACTware 
DC は、フィールド デバイスとのポイント ツー ポイント通信に 
特化されています。プロジェクトのセットアップはバックグラウンド
で独立して実行されるため、デバイスの設定、モニタリングに 
集中することができます。

R2000 シリーズ用の PACTware / DTM

Pepperl+Fuchs は、R2000 HD/UHD と R2000 Detection の 
DTM を提供しています。DTM は、デバイスの識別や診断、 
デバイスのタグ、回転方向、スキャン レートなどの多くのパラメータ
設定、構成ができます。本体ディスプレイのプログラムや、 
イーサネット通信の設定なども素早く簡単に行うことができます。

R2000 Detection 用の DTM は、直感的なエディタで、 
手早く自在にモニタ フィールドを設定できます。DTM を用いて、 
フィールドの検出状態、トリガ入力を論理回路で組んで結果を 
出力に割り当てることができます。

ハイライト

	� デバイスの識別、パラメータ設定、診断を簡単に実行 

	� 直感的な優れた操作性 

	� メーカーやネットワークに制約されない 
フィールド デバイス用オペレーティング ソフトウェア 

	� 視覚的操作サポート、設定を文書化して保存

PACTware 
シンプル操作のソフトウェア : PACTware

PACTware は、わかりやすく、使いやすい操作性に徹したユーザ インターフェースです。 
PACTware に、デバイスのソフトウェア、DTM (デバイス タイプ マネージャ) を 
組み込みます。画面上で視覚的にデバイスの状態を捉えられ、構成やパラメータ設定を 
直感的に操作できます。

DTM (デバイス タイプ マネージャ) と PACTware は、
以下リンクから無償でダウンロードできます。
www.pepperl-fuchs.com/dtm-r2000
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フィールドの検出状態とトリガ入力を論理回路で組むことが可能

ライブ ビューでリアルタイムにモニタ フィールドの調整が可能
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Pepperl+Fuchs Quality
最新の情報は以下リンクをご参照ください。

www.pepperl-fuchs.com/quality

防爆技術

	� 本質安全防爆バリア
	� 信号変換器
	� FieldConnex® フィールドバス関連機器 
	� リモートI/O システム
	� ジャンクション ボックス
	� 内圧防爆システム
	� HMI 工業用 PC ・ モニタ
	� モバイル機器 : タブレット・携帯電話
	� HART インターフェース ソリューション
	� サージ プロテクタ
	� ワイヤレス ソリューション
	� レベル測定機器

産業用センサ

	� 近接センサ
	� 光電センサ
	� ビジョン センサ
	� 超音波センサ
	� ロータリ エンコーダ
	� 位置検出システム
	� 傾斜 加速度センサ
	� 振動センサ
	� 産業用イーサネット
	� AS-Interface
	� IO-Link
	� ID システム
	� ディスプレイ、信号処理ユニット
	� 接続ソリューション
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