ファクトリオートメーション
FACTORY AUTOMATION

Position tracking system
wcs2b/wcs3b
ポジションエンコーディングシステム

wcs2b/wcs3b

ミリメートル単位の精度で位置決め FRACTION-OF-A-MILLIMETER accuracy

WCSポジションエンコーディングシステム
Pepperl+FuchsのWCSシステムはミリメートル単位の位置情報を制御側へフィードバックすることができます。すでに多
くの工業用･商業用アプリケーションに採用されており、オーバーヘッドコンベヤ、自動天井走行クレーン、自動立体倉
庫、エレベータ、舞台装置など、WCSシステムによりその制御性能を新たなレベルに向上させることが可能となります。

WCSシステムは3つの基本部品により構成されています。
■ 読取ヘッド
■ コードレール / 取付アクセサリ
■ ネットワーク / 制御インターフェース

読取ヘッド

WCSシステムは機械的摩耗や滑動による位置ずれがなく、
非接触でエレベータの各階の高さやリフトの高さなどを正確に
制御することが可能です。

U字型の読取ヘッドは独自の位置情報を持ったコードレールを光学的に
スキャンすることにより、キャリアの機械的位置を読取ります。内蔵された
マイクロプロセッサは、配列された複数の送信器から発信されるLED光源
の受光器での受光状態を19ビットコードに変換し、327 mの最長距離内
を0.8 mmの分解能で絶対値位置情報を提供します。位置情報は上
位とRS485、CANopen、SSIフォーマットで通信されます。
または上位バスに応じたインターフェースを使用していくつ
かのネットワークバスプロトコルに変換することも可能です。
位置決めの為のキャリブレーションや原点合わせ操作は不
要で絶対値制御が可能となります。
読取ヘッドは過酷な条件下でも確実な絶対位置データを
提供します。WCSのコードレールと読取ヘッドの許
容幅は十分に大きく設定されており、シス
テムの稼働時間を最大化すること
が可能です。システム自己診断情
報は常時継続的に提供されてお
り、読取ヘッドとコードレールの健
全さを確実なものとします。

WCS読取ヘッドは全コードレールにわたり、
位置情報を0.8 mmの移動距離毎にアップ
デートします。

読取ヘッドラインナップ

two read head options

2種類の読取ヘッドスタイル： WCS2B ・ WCS3B
WCS2B・WCS3Bの読取ヘッドの分解能、制御インターフェー
ス信号など、電気的な仕様は同じです。機械構造と設置用金
具、アクセサリ等に違いがあり、お客様のアプリケーションに
適したシステムを選択することができます。

＜WCS2B＞
WCS2B読取ヘッドは10 mm幅のスリットがあり、送信と受信
LEDが近いため、透過光量が大きく、光量に余裕があります。
亜鉛めっき設備、鋳造設備、鉄鋼工場のような悪環境のアプリ
ケーションに最適です。

WCS3B

WCS2B

オプションのトロリーとレールのシステムは、位置決めシステムと
機械側の接合のアライメントが大きい、または振動が避けられな
い場合にWCS2Bとの組合せで効果を発揮します。許容誤差を
考慮することは、自動クレーンシステムで重要な要素となります。

WCS2B+トロリーとレールのシステムは、クレーンの動作ガ
タを吸収、また「傾斜」による接触、脱線などのトラブルも防
止します。

WCS3Bは自動車の車体組立プロセス全体を通じて、それぞ
れの車体位置を連続的にフィードバックします。

＜WCS3B＞
WCS3B読取ヘッドは比較的大きい31 mmのスリット幅を持
っており、読取ヘッドとコードレールのアライメントの許容誤差
は大きくなります。WCS3Bシステムはオーバーヘッドやコンベ
ヤ、自動倉庫、リフターの上位/下位位置をモニタするための
理想的なソリューションです。標準装備のユニークなLEDが
読取ヘッドとコードレールのアライメントずれのステータスと電
源表示をします。また、オプションで「オーバースピード」出力表
示、位置情報と診断データを迅速に読取ヘッド上に表示させる
7セグメント6桁ディスプレイ付も用意しています。

WCS3Bシステムはオーバーヘッドスタジオ照明の位置を制
御します。カーブのある回転舞台でも採用されています。

コードレールラインナップ
two code rail options - fiber-laminate or stainless steel

コードレール：ファイバーラミネート・ステンレススチール
コードレールの材質はファイバーラミネートとステンレスの2種類があり
ます。0.8 mmの読取距離毎に独自の絶対位置コードを提供し、汎用
環境ではファイバーラミネート材質を、より機械剛性や耐腐食性環境
ではステンレスタイプを使用します。どちらの材質も0-327 m範囲内で
お客様指定の長さでの提供が可能です。標準的なデフォルトスタート
ポイントは位置「0｣ですが、始点・終点の値を指定して作成することも
できます。

ステンレスコード
レールとファイバ
ーラミネートコー
ドレール

位置情報のフィードバックを提供することに加えて、短い長さのコード
レールを使用することによりキャリア/パレットのＩＤ(識別)として使用で
きます。1個の読取ヘッドで位置決めやキャリアの認識が可能なため、
余分なＩＤシステム費用を削減することができます。
コードレールは水平方向の曲げに対応し、読取ヘッドの精度にも影響
はありません。ファイバーラミネートレールは垂直方向の曲げにも対応
可能です。

コードレールの取付
コードレールは様々な敷設方法がありますが、
最も簡単な形式はアングルマウンティングブラ
ケットMB-シリーズを使用する方法です。写真の
ように、コードレールは2つのブラケットで固定さ
れ、ブラケットは直接壁や天井または規格寸法の鉄鋼
などの構造体へ取り付け、固定されます。
コードレールは横方向の曲げに対応し、曲がったライン
にも追従したシステム構築が可能です。

ファイバーラミネートレールは垂直方向傾斜トラッ
クシステムに対応し曲げることが可能です。

＜アルミニウムプロファイルレール＞
コードレールシステムの確実な固定方法として、アルミ押し出し形式PS1の
アルミプロファイルレールを推奨しています。PS1プロファイルレールは、
ファイバーラミネートやステンレスコードレールを固定するための溝が付
いており、専用固定用チューブを溝に圧縮しコードレールを固定します。
チューブ敷設用ツールWCS2/3-FT1は、円盤形ローラーを装備しており、
このローラーを使用することで簡単にチューブを固定することができます。

多様な通信プロトコルに対応
a variety of control communication protocols

＜WCS2-GT09ガイドトロリーシステム＞
オプションのWCS2-GT09ガイドトロリーシ
ステム(右)は、アルミプロファイルレールに
沿ってWCS2B読取ヘッドを滑走させるキャ
スターを装備しています。キャスターはアル
ミプロファイルレールの形状にフィットし、ト
ロリーの走行位置を固定、読取ヘッドとレー
ルのアライメントを保持しながらの読取を確
実にします。
*WCS3B読取ヘッドにはトロリーシステムは対応し
ておりません

WCS2-GT09のトロリーは読取ヘッドとコードレールのアラ
イメントを確実に保持します。長方形のスロットは、振動や
ずれから読取ヘッドを完全に分離し、接触を防止します。

WCS制御インターフェース
読取ヘッドに内蔵されたRS485、SSI、CANopen出力タイプを用意しており
ますが、各システムの上位バスへ接続する場合、オプションとしてコントロ
ールインターフェースをラインナップしています。インターフェースユニットは
RS485信号をDeviceNet、PROFIBUS DP、Ethernet、Modbus RTUなど
のネットワークプロトコルに変換します。また長距離伝送を可能にするパラ
レルインターフェース、SSIコントローラも提供可能です。
インターフェースユニットは、最大4個の読取ヘッドを制御することができ、
読取ヘッドのバスアドレスを指定し、個別にモニタします。

WCS-DG210 DeviceNet制御インターフェースは最
大4台の読取ヘッドを接続できます。

DeviceNetコントローラは2台の読取ヘッドをサポートし、自動立体倉庫でX,Y2軸の位置をフィードバックします

WCSシステムの構成

BUILDING A wcs SYSTEM

WCSシステムを構築する5つのステップ
WCSシステムは主に5つの構成でできています。
1. 読取ヘッドタイプ：WCS2B、WCS3B
2. データ通信フォーマット：
     •  読取ヘッドで直接通信：RS485、CANopen、SSI
     •  制御インターフェースによる通信：SSI、Parallel、DeviceNet、
Ethernet TCPIP/UDPIP、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、Modbus RTU
3. コードレール材質：ファイバーラミネート、ステンレススチール
4. コードレール取付方法：貫通穴、アングルブラケット、
アルミニウムプロファイルレール
5. コネクタ・ケーブル

1.適切な読取ヘッドを選ぶ：WCS2B・WCS3B
WCS2BとWCS3B読取ヘッドは電気的には同じ性能を有しています。2つのシリーズの大きな違いはヘッド内部の光電セ
ンサの透過距離の違いによる光量とヘッドの移動・固定方法です。

WCS2Bシリーズ

過酷な環境(亜鉛めっき、鋳造など)では
トロリーベースの走行方法が好まれる

WCS3Bシリーズ

WCS3Rシリーズ

取付金具

スナップロック取付金具は、
コードレールとの許容範囲に余裕のある31mm Rシリーズ の読取ヘッドはエレ
すべてのWCS読取ヘッドに
ベータアプリケーションに最適
溝幅であらゆるアプリケーションに対応
標準装備

WCS2Bシステムは、陽極酸化処理やめっきプロセスのラック位置決めに最適です。 WCS3Bシステムは、自動車業界でのモノレールやトランスファーコンベアの位
置フィードバックシステムで多くの実績があります。

通信方法の選択

SELECT THE COMMUNICATION FORMAT

2.データ通信フォーマットを選ぶ＜直接通信＞
位置情報や自己診断情報は直接読取ヘッドから、または制御インター
フェースを通して取得することができます。読取ヘッドとの直接通信は、
RS485･CANopen･SSIが選択できます。

直接読取ヘッド通信

RS485

RS-485
1本のRS-485配線で最大4
台の読取ヘッドを接続可能

WCS2B-LS211

WCS2B-LS221

WCS2B-LS246

WCS3B-LS211

WCS3B-LS221

WCS3B-LS246

ボーレート187.5 k、データプロトコル1と2

ボーレート62.5 k、データプロトコル1と2

CANopen

–

ボーレート19.2 k、データプロトコル3

SSI

WCS2B-LS310

WCS2B-LS311

WCS3B-LS410

WCS3B-LS310

WCS3B-LS311

バイナリ出力 転送レート
1Mbit/s 終端処理切替

25ビットバイナリコード、
100～1000 kHzクロック周波数

25グレイコード、
100～1000 kHzクロック周波数

読取ヘッドオプション
•  デジタル表示-7セグメント表示はシステム構築やトラブルシューティング
時に便利です。WCS3B読取ヘッドの本体で読み込んだコードレールの
アドレスを直接確認することができます。
•  内蔵ヒーター機能-低温環境（最低-40 ℃）のアプリケーションでの使用が
可能です。湿気侵入が懸念される場合にも効果があります。
•  オーバースピード出力-最大移動スピードを超えていることを表示する機
能。あらかじめトランジスタ出力に設定することが可能です。

デジタル表示オプション付きのWCS3B
読取ヘッド

SELECT THE COMMUNICATION FORMAT

通信方法の選択

2. データ通信フォーマットで選ぶ＜インターフェイス通信＞
制御インターフェース付読取ヘッド
読取ヘッドから各上位バスへ変換する様
々な制御インターフェースをラインナップ
しています。
RS485通信を、DeviceNet･PROFIBUS
･Modbus RTUに変換することが可能です。
RS485

ネットワーク・SSI・パラレル

ネットワークインターフェースオプション
DeviceNet、PROFIBUS DP、 Ethernet TCPIP/UDPIP、EtherNet/IP、Modbus RTU

WCS2B/3B-LS221

ネットワークインターフェースオプション

WCS-DG210

WCS-PG210

DeviceNet

PROFIBUS DP

SSI（同期シリアルインターフェース）

WCS-EG210
Ethernet TCPIP/
UDPIP

SSI通信の持つ長さ制限に対応するためのRS485からSSIへのコンバ
ータを用意しています。これにより、読取ヘッドからインターフェースま
でのケーブルを最大1219 mに延長することが可能で、より堅牢な通
信フォーマットRS485からSSIへの構成は、強いノイズが存在している
場所でSSIを使用する場合に有効です。

WCS-EIG210

WCS-MBG110

WCS-PNG110

EtherNet/IP

Modbus RTU

ProfiNet

パラレルコンバータ：バイナリ / グレイコード
読取ヘッドのRS485データをストレートバイナリま
たはグレーコードに変換することができます。また
デジタル表示機能も備えています。
対応ヘッドモデル：WCS2B-LS211、WCS3B-LS211

対応ヘッドモデル：WCS2B-LS211、WCS3B-LS211

SSI（同期シリアルインターフェース）

パラレルコントローラ

WCS-IS310

WCS-IS311

WCS-IP110

WCS-IP111

バイナリコード

グレイコード

バイナリコード

グレイコード

code rail

コードレール

3. コードレール
WCS2/WCS3レール
WCS2BとWCS3B読取ヘッドは、それぞれ別々のコードレールを使用します。WCS2Bは高さ55 mm、WCS3Bは70 mm
で、ファイバーラミネートまたはステンレススチールの2種類の材質からお選びいただけます。

ファイバーラミネート・ステンレススチールの選定
ファイバーラミネート

WCS2-CS55-L1

ステンレススチール

WCS3-CS70-L1

WCS2-CS55-M1

WCS3-CS70-M1

低コストで高い耐久性が特長。取扱も簡単であらゆるアプリケーシ 液体・蒸気・高温への耐性があり、耐食性に優れ、高剛性・引張強
ョンに使用可能
度が高く、厳しい使用環境に最適
ラミネート、ステンレスコードレールともに1 m単位での注文が可能です。標準ではコード値「0」から始まりますが、任意の始点や終点を指定できます。

4. コードレール取付オプション
貫通穴：ブラケット不要
ラミネート、ステンレススチールともに取付穴付タイプがあり、この取付穴に
合わせてコードレールを固定する方法が最もシンプルでコストパフォーマン
スに優れています。

アングルブラケットシステム
WCS2B・WCS3Bコードレールは、「クランプ型」直角マウントブラケットを
使って取り付けることができます。直線コードレールの取付では、1.25 m
毎に1個のブラケットが必要で、カーブセクションでは0.5 m毎に1個のサポ
ートブラケットが必要となります。

直線コードレール取付

カーブコードレール取付

WCS-MB_ ブラケット

WCS-MB_-B ブラケット

WCS-MB1

WCS-MB2

WCS-SP2

WCS-MB1-B WCS-MB2-B

あらかじめパンチされた取付け穴を使用することでコ
ードレールを固定できます。 ブラケットは不要です。

垂直方向取付用

WCS-MT-R

WCS-MB-R1

アングルブラケット、
ラ ミ ネ ー ト コ ー ド レ アングルブラケ 「Cトラック」にコー
アングルブラケット、
エレベータコードレー エレベータコードレー
「Cレール」にコードレール ール用カーブ部形 ッ ト 、 取 付 ネ ジ ド レ ー ル を 固 定
取付ネジ付き貫通穴
ル取付ブラケット(下） ル取付ブラケット(上）
を固定するナット付
状サポートレール 付貫通穴
するナット付

CODE RAIL MOUNTING

コードレール取付

アルミニウムプロファイルレール
WCS2B「トロリー+プロファイルレール」システム
WCS2Bシリーズ読取ヘッドをトロリーシステム使用時の構成

コードレール
ラミネート：WCS2-CS55-L1
ステンレス：WCS2-CS55-M1

WCS2Bトロリー+トラックシステム部品

WCS2-PS1

WCS2-MC1

WCS-MF1

WCS2-FT1

コードレールを固定
し、トロリーをガイド
するアルミプロファイ
ルレール (１本3 m)

WCS2-PS1トラック
セクションを相互接
続するために使用さ
れるアダプタプレート

コードレールを
WCS2-PS1レールに
固定するためのチュ
ーブ

ローラーベースチュ
ーブ取付ツール。
WCS-MF1を簡単に
固定

WCS2-LB1

WCS2-MH_

WCS2-GT09-P1

スナップロックブラ
中央に取り付けられ
ケットシステムは
WCS2B読取ヘッド
る固定ブラケット。
WCS2-PS1アルミプ
プロファイルレール
ガイドトロリー
ロファイルレール部
取付毎に1個必要
をUnistrutに固定

アクセサリ（オプション）

WCS-GT-BR

コードレールの埃を落とし、清潔
に保つためのトロリー取付ブラシ

WCS2Bシステムは埃の多いアプリケーションの位置決めに理想的です。

CODE RAIL MOUNTING

コードレール取付

WCS3Bアルミニウムプロファイルレール
WCS3Bシステムでは、アルミプロファイルレール取付また
はブラケット取付のオプションを用意しています。
*WCS3Bシステムにはトロリーオプションはありません

コードレール
ラミネート：WCS3-CS70-L1
ステンレス：WCS3-CS70-M1

WCS3Bアルミニウムトラックシステム部品

WCS3-PS1

WCS3-MC1

WCS-MF1

WCS3-FT1

WCS3-MH_

WCS3-PS1レールセクション コードレールをWCS3－PS1 ローラーベースチューブ取付 スナップロックブラケットシス
コードレールを固定するアルミ
を相互接続するためのアダ レ ー ル に 固 定 す る た め の ツール。WCS3BレールにMF1 テム。WCS3-PS1プロファイ
プロファイルレール(１本 ３ m)
プタプレート
チューブ
チューブを簡単に固定
ル部をベースに固定

5. コネクタ・ケーブル
WCSシステムの構成で最後のステップとなるのは読取ヘッドとコントローラの接続方法の選択です。WCS2B、WCS3B
システムは業界標準のM12コネクタを標準装備しています。RS485モデルは5ピンコネクタ、SSIモデルは8ピン
コネクタを使用します。

RS485接続

V15-G-PG9

V15-G-5M-PUR ABG*

SSI接続

V17-G-PG9

V19-G-5M-PUR ABG* V15-G-5M-PUR-CAN-V15-G

5ピン、M12メスケーブル
8ピン、M12メスケーブル
5ピン、M12メスフィールド コネクタ
8ピン、M12メスケーブル コネクタ
着脱コネクタ
PURジャケットシールド コネクタ
PURジャケットシールド
(長さ指定可)
(長さ指定可)
* Pepperl+Fuchsは様々な長さや外皮材質でケーブルコネクタを提供しています。
上記モデルが使用条件を満たさない場合はお問い合わせください。

CANOpen 接続

5ピン、M12メスケーブル
コネクタ
PURジャケット
(長さ指定可)

Factory automation –
sensing your needs

Pepperl+Fuchsは、豊富な開発経験・技術知識・専門性を生かし、高い品質基準に基づいた革新的な製品をオートメーション
業界に提供しています。全世界のネットワークを通じて、工業用センサやインターフェイス製品をはじめとする多種多様な
製品群より、お客様のニーズに合わせたソリューションを提供いたします。

株式会社 ピーアンドエフ
〒 226-0006横浜市緑区白山1-18-2
ジャーマンインダストリーパーク303
Tel. 045-939-7802 · Fax 045-939-7804
E-mail: fa-info@jp.pepperl-fuchs.com
ドイツ本社
Pepperl + Fuchs GmbH · Mannheim · Germany
E-mail: fa-info@pepperl-fuchs.com
アメリカ代表拠点
Pepperl+Fuchs Inc. · Twinsburg · USA
E-mail: fa-info@us.pepperl-fuchs.com
アジア太平洋代表拠点
Pepperl+Fuchs Pte Ltd · Singapore
Company Registration no. 199003130E
E-mail: fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
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