
ロータリーセンサ
タッチレス仕様

RFC4800 シリーズ
アナログ /一般機器用

ハウジング ハイグレード、耐熱性プラスチック
電気的接続 シールドケーブル　 AWG 26 (0.14 mm2)

非シールドケーブル　 AWG 26 (0.14 mm2)
リード線　 AWG 20 (0.5 mm2)
M12 コネクタ　4ピン

磁界の向きにより角度位置を検出す
るセンサです。
したがって、磁石が回転軸に取り付
けられています。
磁界の向きを集積回路でキャプチャ
し、算出された角度をアナログ信号
で出力します。

ハウジングは高品位耐熱性プラス
チック製。
取付は長穴のスロット形式で位置決
めや調整が容易。
埃や汚れ、湿気の影響を受けにくい
完全な密閉構造。

RFC シリーズのセンサ本体とポジ
ションマーカの分離により、様々な
取り付けが可能。
シャフトが無いためカップリング機
構を介することで生じる誤差も考慮
する必要がありません。
測定は、センサとポジションマーカ
間に様々な材料（非磁性体）があっ
ても可能です。

電気的接続は、シールドケーブルや
リード線またはM12コネクタを用意。

特長
・ 磁気式非接触ロータリーセンサ
・ 可能性を広げるタッチレス測定
・ 360°測定可能
・ 簡単な取り付け
・ 保護構造　IP67 または IP6k9k
・ 機械的寿命無し
・ 分解能 12 ビット
・ 単独リニアリティ　 ± 0.5%
・-40 ～ +125℃の広い温度範囲
・許容軸ズレ max. ± 3mm
・一般機器用と車載用を用意
・ 冗長出力タイプを用意

・デジタルインターフェース可

 （別途資料参照）

 ポジションマーカ（例）

ポジションマーカは別売です。
詳細は、別途ポジションマーカのデータシートをご参照ください。

マーキング

推奨シャフト径 推奨シャフト径

Z-RFC-P02 
シャフト固定：Ø2ピン

Z-RFC-P08
シャフト固定：M5ねじ

一般機械装置用に設計されたセンサです。
信頼性が高く、制御機器への接続も容易です。

 動作距離
 ポジションマーカー

 

 ラベル面

ポジションマーカの
マーキング (側面くぼ
み )がセンサのケーブ
ル側を指す時、電気的
な中心です。

時計回りCW：
センサ検出面にて

リード線接続
車載用。詳細は別途車載用の
データシートを参照ください。

４芯シールド線接続 M12コネクタ接続
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NOVOHALL
Rotary Sensor
touchless technology
transmissive

Series RFC-4800

Special features
• Touchless hall technology

• Electrical range up to 360°

• 2-part, mechanically decoupled

• High protection class, IP67, IP6K9K

• Resolution up to 14 bit

• Wear-free

• Temperature range -40 °C to +125 °C

• Single and multi-channel versions

• Optimized for use in industrial and mobile applications

• Interfaces: 

   Voltage, current, SSI, incremental, CANopen, SPI, IO-Link

• Customized versions

Applications
• Manufacturing Engineering

   Textile machinery

   Packaging machinery

   Sheet metal and wire machinery

• Automation technology

• Medical engineering

• Mobile working machines

   Industrial trucks

   Construction machinery

   Agricultural and forestry machinery

• Marine applications

The two-part design consisting of sensor and magnetic position

marker offers great flexibility when mounting. The absence of 

shaft and bearing makes the assembly much less sensitive to 

axial and radial application tolerances - separate couplings are 

obsolete. 

Measurements can be made transmissively through any non-

ferromagnetic material.

The sensor is perfectly suitable for use in harsh environmental 

conditions through the completely encapsulated electronics.

     

■

パルス電流

検出コイル 導波管
ネジレ波

ポジションマーカー
（永久磁石） ネジレ波

減衰ゾーン

円状磁界

円状磁界

磁歪

＜内部構造＞

シャフト
抵抗体

摺動部

ブラシ

＜磁歪式リニアトランスデューサ＞

コレクタ

　

NovoPAD

99,999

NovoPAD

     

シリーズ BA16 MUW200/250 MUK

型式 BA16PCC1 MUW 2_0 - _ MUK 350 - _

供給電圧 100V/200V AC 18...30V DC 18...30V DC

出力信号 電流：4...20mA 電圧：0...10V
電流：0...20mA、4...20mA

電圧：0...10V、-10...+10V
電流：0...20mA、4...20mA

入力抵抗 500...10KΩ ＞10 MΩ
回路保護 なし 逆接保護
消費電流 ≦20VA ≦ 35 mA ≦ 35 mA
ポテンショメータ
許容接続抵抗 400Ω ≧ 700Ω

調整範囲
0点：0...10％

スパン：90...100％
0点：10％

スパン：1...2％（MUW250のみ）
0点：20％、
スパン：1...2％

リニアリティ ±0.08% typ. 0.01 % typ. 0.01 %FS

温度ドリフト 100ppm/℃ typ.30 ppm/K typ.30 ppm/K

ネジ端子 適合芯線径：2.5mm2 0.5 mm2 1.0 mm2

適合ケーブル外径 --- φ 4...6 φ 4...6.5

使用周囲温度 0...+55℃ -25...+70 ℃ -25...+70 ℃
保護構造 IP20 IP65 IP66

　　アンプ内蔵タイプ　　　MAP

型式 MAP 4000-000-101
MAP 4010-000-101 80..250V　AC/ DC

表示桁数 -99 999...999 999

LED 赤色 / 高さ 14mm

電圧入力 0...5V　,　O...10V

電流入力 4-...20mA

温度ドラフト typ.100 ppm/K

外形寸法 96 x 48 x 120 mm

取付加工寸法 90.5 x 45 mm

ネジ端子 0.5 mm2

使用周囲温度 0...+60 ℃

保護構造 IP65

備考

・RS-232C及びRS-485のシリアル　
　インターフェースもございます。
・ポテンショメータ直接入力可能です。
・スケーリング、0スパン調整可能です。


