アナログ多点コンパレータ

MuWiC

実用新案登録第 3133421 号

型式 MWC-18 / MWC-18□T

アナログ入力を８点の条件で判定
三種類の電圧範囲に対応
このアナログ多点コンパレータ MuWiC（ミューウィック）は、1 アナログ入力を８種の条件で判定し、
それぞれの結果を出力するウィンドウコンパレータです。入力電圧範囲は、
設定スイッチによる切り替えにより、０～５V、０～１０Ｖ、４～２０mA に対応しております。
USB 通信ポートを装備し、パソコンと接続することで設定データをセットアップします。

接続例

応用例

こんな装置に使えます。
水位検出 ：

重量検出 ：

過電流検出 ：

位置検出 ：

流量検出 ：

圧力センサーや静電センサーのアナ

ひずみセンサーのアナログ出力を判

CT センサーで電流を検出し電流値に

変位センサーのアナログ出力を８つ

流量センサーのアナログ出力を

ログ電圧から８つの水位を判定

定し８段階の重量等級出力に

応じて出力を切り替えたり、異常検知

の位置として判定し出力に

８段階の警報、異常レベルとして出力

の警報出力コントローラとして

圧力検出 ：

フ ィ ル ター目 詰
まり検出 ：

傾斜検出 ：

押力検出 ：

照度検出 ：

圧力センサーのアナログ出力を判定

差異センサーのアナログ出力を８段

傾斜セ ンサーのア ナログ 出力から

ボタン（圧電ゴム使用）の押した力に

照度センサーのアナログ出力を

し、８段階の圧力レベルとして出力

階の圧力レベルとして判定、交換時

８段階の傾斜の警報や異常出力コン

応じて速度や動作を変化させる装置

８段階の照度レベルに判定し出力

期を事前に知らせる警報機として

トローラとして

の制御に

特長

アナログ入力値モニター 機能付き コントローラが

用語

PC と の オ ン ラ イ ン 状 態 に あ る 時 、 PC の 画 面 上 で

アナログ入力ポート

アナログ電圧入力をコンパレート １アナログ入力を８種

現在コントローラに入力されているアナログ値を見ることが

の条件で判定、±０．０１V（１０ｍV）の精度で比較します。

できます。

入力電圧はスイッチでの切り替えにより「０－５Ｖ」「０－１０
Ｖ」「４－２０mA」に対応しております。

コンパレータに判定対象
となるアナログ信号を接
続する入力端子です。

２４V 単一入力電源 ５V、１２Ｖ のアナログ入力用に別
電源を用意する必要はありません。

チャンネル

設定 ８つのチャンネルごとにそれぞれ個別 Max、Min 設定

２通りのセンサー供給電源 センサーへの供給電源は

を行なえます。８つのチャンネルを８段階に設定することも、

設定により「１２Ｖ」「５Ｖ」を切り替えることができます。

任意のチャンネル同士をオーバーラップさせることもでるの

（ＭＡＸ １００ｍＡ）

判定を行なうための条件
と出力ポート。アナログ多
点コンパレータでは８つの
チャンネルを装備して
います。

各チャンネルにそれぞれ MAX、MIN の値で ON 範囲を

で、フレキシブルな判定条件を設定できます。

イネーブル入力有り スイッチにより外部からのイネー

ヒステリシス設定 ON/OFF の際のチャタリング防止の

ブル信号の受付有効、無効を切り替え可能です。

ためヒステリシス値を設定できます。

外部イネーブル信号によりコンパレート動作の実行、無効
を操作できます。

通信ポート
ＵＳＢポート。PC と接続し
通信で各チャンネルの
判定条件を設定します。

機能概要

型式
MWC-18

端子台付をご希望の場合、左記の型式の末尾に「Ｔ」の文字を付加してださい。
例： MWC-18T 出力サイクルタイム 10mmSec 版 + 端子台付き

出力更新サイクルタイム 10mmSec

端子台付き型式の場合、専用コネクター端子台、Ｉ/Ｏケーブルが付属します。
専用のコネクター端子台でなくてもＩ/O 接続は可能です。

コネクターピンアサイン

仕様
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信号 ＋ （出力）5V,12V 切替
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イネーブル ＋
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スイッチ設定
Ｓ１

ｱﾅﾛｸﾞ入力電圧切替

品名・シリーズ名

アナログ多点コンパレータ
MuWiC （ミューウィック）

型式

MWC-18
本体（出力更新サイクルタイム 10mm Sec）
MWC-18T
端子台・ケーブル付属時
入力電圧 DC２４V ０．３A
内部でセンサー入力用ＤＣ５Ｖ、ＤＣ１２Ｖを作成（Ｍａｘ
１００ｍＡ）
１０ビット
０～５V 、０～１０Ｖ 、 ４ ‐ ２０ｍＡ （切替）
ＤＣ２４Ｖ 接点、オープンコレクター
ＧＮＤに短絡でＯＮ入力
１０ｍＳｅｃ以内（ＰＣとのオンライン状態ＯＦＦ時）

電源：

内蔵 AD 変換
アナログ入力電圧
イネーブル入力
（入力）

出力更新
サイクルタイム
判定精度
チャンネル数

Ｓ２
Ｓ３

外形寸法

Ｓ４
Ｓ５

センサー電源供給電圧切替

Ｓ６

アキ

Ｓ７

アキ

Ｓ８

イネーブル入力選択

(5V,12V)

通信機能
サポートウェア

ｱﾅﾛｸﾞ入力電圧は「０-5V」「0-10V」「4-20mA」に切替可能(S1-S4)
センサー電源供給電圧は「+12V」「+5V」で切替可能(S5) 5V/_12V
イネーブル入力切替(S8)により内部、外部実行の切替可能

±０．０１Ｖ（１０ｍＶ）
８
（各チャンネル個別にＭａｘ、Ｍｉｎの判定範囲を
設定可能）
130mm(H) × 22.5mm(W) × 101mm(D)
高さ(H)は Din レールを含む床から
コネクターのロックレバーまでの高さです。
ＵＳＢポート Silicon Laboratory 社製 CP2103 を
使用した RS-232C 通信
MuWiC Software
アナログ入力値モニター機能
対応 OS WindowsXP SP2 以上

コネクター端子台でお使いいただけます。
コネクター端子台+ケーブル付き型式
MWC-18T
MuWic の型式の後ろに T を付加してください。
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