
1
www.posital.com/jp

www.posital.com/jp

技術資料

プログラムによるパルス数可変機能付きインクリメ
ンタル式エンコーダ は、測定値(回転毎のパルス数、
出力レベルなど) を、内部機構を変更することなくソ
フトウェアのアップデートにより修正できるため、こ
の数年で広く使用されるようになって来ました。しか
し、ポジタルの技術者は、このプログラム可能という
概念を全く新しい領域に到達させ、新型のIXARCロ
ータリー・エンコーダを創出しました。この新しいエ
ンコーダの特徴は、次のとおりです。

   同じハードウェア・プラットフォーム上で、インクリメン
タル式とアブソリュート式の2つのエンコーダ機能 (マ
ルチターン・アブソリュート測定範囲を含む) を提供

   広範な機械的構成やコネクター形式において、数
千のモデルを提供

   手のひらサイズの非常にコンパクトな36mmバー
ジョンを提供

   エンコーダ耐用年数の全期間にわたりエンドユー
ザーがアクセスできる包括的な設定管理ツールに
よるサポート

   コンピューター、タブレット、さらにはスマートフォ
ンといったWiFi利用可能な電子機器によりプログ
ラム可能!

プログラムによる設定値可変機能付きエンコーダ2.0
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プログラム可能なエンコーダのメリット
エンコーダは、種々の産業において稼働機械の位置
と動作を監視するために使用されています。エンコ
ーダは、機械部品と機械制御システム間の不可欠の
機器であるため、機能要件はその適用範囲と同じだ
け多様なものとなっています。この多様性の結果、イ
ンクリメンタル式およびアブソリュート式エンコーダ
の種類の数は非常に多くなっています。ポジタルのお
客様の場合、10万以上のエンコーダのモデルから選
択することができます。
分厚いカタログにある機器を在庫として持つ事は、大
量な在庫を意味するため、この在庫管理はユーザー
や販売店、メーカーにとって重要な問題です。プログ
ラム可能なエンコーダにより、多くの測定特性がソフ
トウェアの変更により調整可能となり、必要とされる
機器の在庫範囲が著しく削減されます。販売店やシス
テム・インテグレーターは少量のハードウェアのバー
ジョンを在庫しておくだけで、お客様の要求に素早く
効率的に対応することができます。このことは、ユー
ザーや販売店の在庫水準やスペアパーツの備えを著
しく削減できることを意味します。納品や取り付けの
前に、エンコーダの測定特性値を素早く設定できま
す。さらに、将来、機械が変更やアップグレードされた
場合に、当該機器を容易にアップデートすることがで
きます。

ソフトウェアのインストール不要－WiFi機器を使用し
て設定
ポジタルの新たなUBIFAST設定ツールは、WiFiのホッ
トスポットとウェブサーバーを包含しています。小さ
なバッグにも収納でき、ポジタルの提供する付属ケ
ーブルによりエンコーダと容易に接続することができ
ます。電源を入れると、WiFiの利用できるスマートフォ
ンやタブレット、ラップトップ・コンピューターがWiFi
のホットスポットに接続され、設定インターフェイス
がウェブ・ブラウザーの中に自動的に展開します。ア

プリケーションやソフトウェアのインストール、インタ
ーネットとの接続が不要です! グラフィカルなユーザ
ー・インターフェイスを表示するために、Safari やIn-
ternet Explorer、Firefox、Chromeといったウェブ・ブ
ラウザーが使用できます。ユーザーは設定作業を3段
階の簡単なステップで行うよう導かれます。ドロップ
ダウン式メニューや回転当たりパルス数 (PPR) 用の
数値入力フィールドにより、設定パラメータを素早く
容易に選択することができます。変更値がエンコーダ
に送信された後、最終設定が自動的に検証され、ユ
ーザーに確認されます。

耐用期間全体に及ぶ専門的設定管理
エンコーダを一旦設定すると、その設定記録を保存し
ておくことが極めて重要です。このことは、エンド・ユ
ーザーにとり、数年後にスペアパーツが必要となる可
能性がある場合、特に重要です。径年後、ラベル上の
記録が判読困難となっている可能性もあり、また当初
の設定を行ったシステム・インテグレーターとはもは
や連絡が取れなくなっているかもしれません。販売さ
れている大部分のプログラム・ツールは設定データ
記録の保存・管理ができないため、それらが必要にな
ったときには手元にないということになります。ポジ
タルのUBIFASTプログラム技術の独自の機能は、現
場にインターネット接続がなくとも設定データを自動
的にポジタルのERPデータペースに送信することで
す。どのポジタルのエンコーダも固有の製造番号を
打たれており、ポジタルは、各々のエンコーダの使用
期間にわたってあらゆる設定を記録します。設定デー
タの自動送信は極めて簡単です。ウェブ・ブラウザー
を使用して設定の最終段階が終了すると、もう一度ク
リックするだけで機器にインストールされている既
定の電子メールソフトにより電子メールが作成され
ます。この電子メールは、ユーザーがインターネット
にアクセスできる場所に戻るまで数日または数週間
にわたり送信箱で保管することができます。ポジタル

UBIFAST設定ツールは
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がこの電子メールを受信すると、そのデータは自動的
にERPシステムにインポートされ、製造番号で識別さ
れる当該機器の設定履歴の中の新たな記録となりま
す。スペアパーツが必要な場合は、この記録が読みだ
され、同一の設定を持つエンコーダを作成するため
に使用することができます。この記録は直近の販売店
やシステム・インテグレーターにも提供することがで
き、在庫から適合する装置の検索や適切なソフトウェ
ア・パラメータの入力、エンド・ユーザーへの完成ユ
ニットの直接納品に活用されます。ポジション・セン
サー用のこの独創的なUBIFAST設定手法に関する特
許申請が最近提出されています。

インクリメンタル式かアブソリュート式か? その双方
か? 決定は後で!
従来、インクリメンタル式およびアブソリュート式エ
ンコーダは、非常に異なった設計コンセプトのもとに
製造されてきました。さらに、分解能やマルチターン
能力といった機能は、コード・ディスクのような部品
の違いにより決定されていました。ポジタルのIXARC
エンコーダは全く異なった手法に基づいています。マ
ルチターン・エンコーダのあらゆる電子部品が、単一
の35mmPCB上に統合されています。マルチターン・
エンコーダに必要な回転数を測定するウィガンドワ
イヤ技術も同上のPCB上に配置され、バックアップ用
電源は不要です。この測定技術（ウィガンドワイヤ技
術）は回転速度に依存しません。さらにこのエンコー
ダは、外部電源の有無によらず、絶対位置を確実に
捉え、長期間回転させることができます。(この技術は
2005年以降ポジタルで利用されています) エンコー
ダ内に高性能なマイクロ・コントローラーと信号処理
プラットフォームが使用されており、インクリメンタル
な出力信号を生成し、SSIやTTL、HTLインターフェイス
を通じて送信される絶対位置データを算定します。ソ
フトウェアの設定を変更することにより、このエンコー
ダ・プラットフォームは、純粋なインクリメンタル式エ

ンコーダにも、シングルターン・エンコーダにも、マル
チターン・エンコーダにも、さらにはSSI＋インクリメ
ンタル出力を持つエンコーダにもなります。

設定可能なパラメータ
同じハードウェア・プラットフォームを使用して、異な
る5種類の回転測定モードを設定することができま
す。

   インクリメンタルのみ
   SSIシングルターン
   SSIマルチターン
   SSIシングルターン＋インクリメンタル
   SSIマルチターン ＋インクリメンタル

アブソリュート式エンコーダのパラメータで選択でき
るものは、次のとおりです。

   シングルターン・レゾリューション
   マルチターン・レンジ
   コード (グレーまたはバイナリー)
   コード・シークエンス (時計回りまたは反時計回り
の増分)

   プリセット値（ゼロセットピンを押すと、エンコーダ
の現在値をゼロにする）

インクリメンタルエンコーダが選択できるパラメータ
   一回転あたりのパルス（1～16384で任意に選択可

能）
   インクリメンタル 出 力ドライバ（プッシュプル
（HTL）、又はラインドライバ（TTL）

多様かつ容易なハードウェアの選択
ポジタルのプログラム可能エンコーダは、36・40・42 
48・58mmフランジや様々なシャフト・タイプ (様々
な直径のソリッド・シャフト、ブラインド中空シャフ
ト) を含め、非常に広範な機構設計により提供されま
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す。2015年にはアメリカやアジア、ヨーロッパのあら
ゆる共通設計との互換性を確保するため、補助アダ
プターやフランジが追加されます。放射状または軸
方向に位置するコネクターやケーブル・アウトプット
も提供されます。アルミニウムか316L等級のステンレ
ス・ハウジングに格納された、IP保護等級がIP69Kや
300gの耐衝撃性を持つヘビー・デューティー仕様も
提供されます。www.posital.comのオンライン製品検
索ソフトにより、ユーザーはこの広範なモデル群を検
索することができ、また、様々な11の言語により作成
された10万を超える具体的なデータ・シートを入手
することができます。

今日から時間と費用の節約を!
UBIFASTコンフィギュレーション・テクノロジーは、
ポジタルのエンコーダに装備され、その他のポジタ

ルの位置センサーにも間もなく追加されます。当該
のインクリメンタル式エンコーダを使用することに
より販売店は、在庫水準を80%削減することができ
ます。様々なインクリメンタル式やSSIエンコーダを
使用されているOEMのお客様は、今や少量の数量
で様々な応用をカバーし、サプライ・チェーンや在
庫管理を格段に単純化することができます。システ
ム・インテグレーターは、現場において最終段階で
特定の要件に対するエンコーダの調整方法を決定
し、最終的設計要件が依然議論されている段階で
エンコーダの購入に踏み切ることができます。エン
ド・ユーザーは、販売店やシステム・インテグレータ
ーからスペア・パーツを素早く入手し、ダウンタイム
費用と輸送費用の双方を削減することができます。 

著者: インゴ・モヘンヒ, 日付: 2014年8月12日
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