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• if not used, connect Zero setting and Counting 
direction inputs to 0Vdc; 

- to set the zero, connect Zero setting input to +Vdc 
for 100 µs at least, then disconnect +Vdc; normally 
voltage must be at 0Vdc; zero  must be  set after 
Counting direction; we suggest setting the zero when 
the encoder shaft is not running; 

- Counting direction: CW increasing count (viewed 
from flange side): connect to 0Vdc; CCW increasing 
count: connect to +Vdc; 

• in compliance with the 2014/30/EU norm 
on electromagnetic compatibility, 
following precautions must be taken: 

- before handling and installing, discharge electrical 
charge from your body and tools which may come in 
touch with the device; 

- power supply must be stabilized without noise, install 
EMC filters on device power supply if needed; 

- always use shielded cables (twisted pair cables 
whenever possible); 

- avoid cables runs longer than necessary; 
- avoid running the signal cable near high voltage 

power cables; 
- mount the device as far as possible from any 

capacitive or inductive noise source, shield the device 
from noise source if needed; 

- to guarantee a correct working of the device, avoid 
using strong magnets on or near by the unit; 

- minimize noise by connecting the shield and/or the 
connector housing and/or the frame to ground. Make 
sure that ground is not affected by noise. The 
connection point to ground can be situated both on 
the device side and on user’s side. The best solution to 
minimize the interference must be carried out by the 
user. 

機械的安全性 
• Install the device following strictly the information in 

the “3 - Mounting instructions” section; 
• mechanical  installation  has  to  be  carried  out  with 

stationary mechanical parts; 
• do not disassemble the encoder; 
• do not tool the encoder or its shaft; 
• delicate electronic equipment: handle with care; do 

not  subject  the  device  and the shaft  to  knocks or 
shocks; 

• respect the environmental characteristics declared by 
manufacturer; 

 
2 - 商品識別 
Device can be identified through the ordering code 
and the serial number printed on the label applied 
to its body. Information is listed in the delivery 
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1 - 安全要項 

Safety 
• Always adhere to the professional safety and accident 

prevention regulations applicable to your country during 
device installation and operation; 

• installation and maintenance operations have to be carried 
out  by qualified  personnel  only,  with  power supply 
disconnected and stationary mechanical parts; 

• device must be used only for the purpose appropriate to its  
design: use for purposes other  than those for which  it  
has  been  designed  could  result  in  serious personal and/or 
the environment damage; 

• high  current,  voltage and moving  mechanical  parts can 
cause serious or fatal injury; 

• warning! Do not use in explosive or flammable areas; 
• failure to comply with these precautions or with specific  

warnings  elsewhere  in  this  manual  violates safety 
standards of design, manufacture, and intended use 
of the equipment; 

• Lika Electronic assumes no liability for the customer's failure  
 

電気安全 
• Turn off power supply before connecting the device; 
• connect according to explanation in the “4 - Electrical 

connections” section; 

 

• デバイスの設置および操作中は、お住まいの国に適用される専
門的な安全および事故防止の規制を常に遵守してください。 
• 設置および保守作業は、電源が切断され、機械部品が固定され
た状態で、資格のある担当者のみが実行する必要があります。 
• デバイスは、その設計に適した目的でのみ使用する必要があり
ます。設計された目的以外の目的で使用すると、重大な個人的お
よび/または環境的損傷を引き起こす可能性があります。 
• 高電流、高電圧、および可動機械部品は、重大または致命的な
傷害を引き起こす可能性があります。 
•  警告！ 爆発物や可燃性の場所では使用しないでください。 
• これらの注意事項またはこのマニュアルの他の場所にある特
定の警告に従わなかった場合、機器の設計、製造、および使用目
的の安全基準に違反します。 
• LikaElectronic は、お客様がこれらの要件に従わなかった場合の
責任を負わないものとします。 

• デバイスを接続する前に、電源をオフにしてください。 
• 「4-電気接続」セクションの説明に従って接続します。 

• 使用しない場合は、ゼロ設定とカウント方向入力を 0Vdc に接続
します。 
-ゼロを設定するには、ゼロ設定入力を+ Vdc に接続します 
少なくとも 100µs の間、+ Vdc を切断します。 通常、電圧は 0Vdc
でなければなりません。 カウント方向の後にゼロを設定する必要が
あります。 エンコーダシャフトが動作していないときにゼロを設定
することをお勧めします。 
-カウント方向：CW 増加カウント（表示 
フランジ側から）：0Vdc に接続します。 CCW 増加カウント：+ Vdc
に接続します。 

• 電磁両立性に関する 2014/30 / EU 基準に準拠して、以下の予防措
置を講じる必要があります。 
 
-取り扱いと設置の前に、電気を放電してください 
デバイスに接触する可能性のある身体および工具からの充電。 
-電源はノイズなしで安定している必要があります、インストール 
必要に応じて、EMC はデバイスの電源をフィルタリングします。 
-常にシールドケーブル（ツイストペアケーブル）を使用してくだ
さい 
いつでも可能なとき）; 
-ケーブルが必要以上に長く伸びないようにします。 
-信号ケーブルを高電圧の近くで配線しないでください 
電源ケーブル; 
-デバイスをどこからでも可能な限りマウントします 
容量性または誘導性ノイズ源。必要に応じて、デバイスをノイズ源
から保護します。 
-デバイスの正しい動作を保証するために、 
ユニット上またはその近くで強力な磁石を使用する。 
-シールドおよび/または 
コネクタハウジングおよび/またはフレームをアースに接続しま
す。地面がノイズの影響を受けていないことを確認してください。
アースへの接続ポイントは、デバイス側とユーザー側の両方に配置
できます。干渉を最小限に抑えるための最善の解決策は、ユーザー
が実行する必要があります。 

 

• 「3-取り付け手順」セクションの情報に厳密に従ってデバイスを
取り付けて下さい。 

• 機械的設置は、固定された機械部品を使用して実行する必要があ
ります。 

• エンコーダを分解しないでください。 
• エンコーダまたはそのシャフトを工具で固定しないでください。 
• 繊細な電子機器：取り扱いには注意してください。 デバイスとシ
ャフトに衝撃や衝撃を与えないでください。 
• メーカーが宣言した環境特性を尊重して下さい。 

デバイスは、本体に貼付されているラベルに印刷されている注文コ
ードとシリアル番号で識別できます。 

ASC58, AMC58, ASC59, AMC59, ASC60, AMC60) 
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document too. Please  always quote  the  ordering 
code and the serial number when reaching Lika 
Electronic. For any information on the technical 
characteristics of the product refer to the technical 
catalogue. 
 
 
 
3 - Mounting instructions 

3.1 Solid shaft encoders 

3.1.1 Standard installation 

• Mount  the  flexible  coupling 1 on  the  encoder 
shaft; 

• fix the encoder to the flange 2 (or to the 
mounting bell) by means of M4 screws 3; 

• secure the flange 2 to the support (or the 
mounting bell to the motor); 

• mount the flexible coupling 1 on the motor shaft; 
• make  sure  the  misalignment  tolerances  of  the 

flexible coupling 1 are respected. 
 
 
 
 
 
 

a b c d   
[mm] [mm] [mm] [mm] 

-   42 50 F7 4 
36 H7 48 - - 

 
3.1.2 Installation with fixing clamps 
 
 
 
 
 
 
 

a b c d  
[mm] [mm] [mm] [mm] 

- 50 F7 67 4 36 
H7 - 67 - 
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AS58, AM58 
AS58S, AM58S 

3.1.3 Installation with mounting bell 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Hollow shaft encoders 

3.2.1 ASC58, AMC58 
• Fasten the anti-rotation pin 1 to the rear of the

motor (secure it using a locknut); 
• mount the encoder on the motor shaft using the

reducing sleeve 8 (if supplied); avoid forcing the
encoder shaft; 

• insert the anti-rotation pin 1 into the slot on the
flange of the encoder; this secures it in place by
grub screw 2, preset at Lika; 

• fix the collar 3 to the encoder shaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 ASC59, AMC59 
• Mount the encoder on the motor shaft using the

reducing sleeve 8 (if supplied); avoid forcing the
encoder shaft; 

• fasten the fixing plate 4 to the rear of the motor
using two M3 cylindrical head screws 5; 
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AS58, AM58 
AS58S, AM58S 

情報は納品書にも記載されています。 Lika Electronic
に連絡するときは、必ず注文コードとシリアル番号を
引用してください。 製品の技術的特性に関する情報に
ついては、技術カタログを参照してください。 

• フレキシブルカップリング 1 をエンコーダシャフトに取り付けま
す。 
• M4 ネジ 3 を使用して、エンコーダをフランジ 2（または取り付け
ベル）に固定します。 
• フランジ 2 をサポート（または取り付けベルをモーターに固定）
に固定します。 
• フレキシブルカップリング 1 をモーターシャフトに取り付けます。 
• フレキシブルカップリング 1 のミスアライメント公差が尊重され
ていることを確認してください。 

• 回転防止ピン 1 をモーターの背面に固定します（ロックナットを使
用して固定します）。 
• レデューシングスリーブ 8（付属している場合）を使用して、エン
コーダをモーターシャフトに取り付けます。 エンコーダシャフトを
無理に押し込まないでください。 
• 回転防止ピン 1 をエンコーダのフランジのスロットに挿入します。 
これにより、リカにプリセットされたグラブネジ 2 で固定されます。 
• カラー3 をエンコーダシャフトに固定します。 

・減速スリーブ 8（付属している場合）を使用して、エンコーダを
モーターシャフトに取り付けます。 エンコーダシャフトを無理に
押し込まないでください。 
• 2 本の M3 円筒頭ネジ 5 を使用して、固定プレート 4 をモーター
の背面に固定します。 

取り付け要領 

ソリッドシャフトエンコーダ 

標準的取り付け 

中空シャフトエンコーダ 

装着ベルによる取り付け 

 
 シャフト 
エンコーダ 

 a 
(mm) 

 b 
(mm) 

  c 
(mm) 

  d 
(mm) 

AS58, AM58   -  42 50 F7  4 
AS58S, AM58S 36  H7  48 -    - 
 

 
シャフト 
エンコーダ 

 a 
(mm) 

 b 
(mm) 

  c 
(mm) 

  d 
(mm) 

AS58, AM58  - 50 F7   67  4 
AS58S, AM58S 36  H7  -  67  - 
 

固定用クランプを使った取り付け 
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4 - Electrical connections 
M23H 12pin M12 8pin 

 
 
 
 
 

Male frontal side Male frontal side 
 

AV1, AV2, AV3, 
AV4 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 ASC60, AMC60 
• Fix the tempered pin 6 to the rear of the motor; 
• mount the encoder on the motor shaft using the 

reducing sleeve 8 (if supplied); avoid forcing the 
encoder shaft; 

• make sure the anti-rotation pin 6 is inserted 
properly into the fixing plate 7; 

• fix the collar 3 to the encoder shaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV1, AV2AV3, 
AV4 2 

0Vdc 
+13Vdc～ +30Vdc 
アナログ  0Vdc 3 

ゼロ設定 4 

+Iout 3 +Vout 3 

計 数 方 向 4      
Fault 3 - 

シールド 
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• fix the collar 3 to the encoder shaft. 

M23H 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ケース 

 
M12 8pin 

1 0Vdc 
2 +13Vdc ～+30Vdc 
3 アナログ 0Vdc 3 

4 ゼロ設定 4 

5 +Iout 3 +Vout 3 

6   計数方向 4 

7 - 
8  F a u l t  3  –  

ケース シールド 

Cable A8

黒色 
赤色    
白色 
ピンク 

茶色 
緑色 

青色   
シールド 
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AV1, AV2, AV3, 
AV4 2 AI1, AI2, AI3 1 

AI1, AI2, AI3 1 

-
- 

Fault 3 - 
- 

+Iout 3 - 
アナログ 0Vdc 3 

- +Vout 3 
計数方向 4 

ゼロ設定 4 

- - 
+13Vdc～ +30Vdc 

0Vdc 
Shield 

AI1, AI2, AI3 1 

• 焼き戻しピン 6 をモーターの背面に固定します。 
• レデューシングスリーブ 8（付属している場合）を使用して、エ
ンコーダをモーターシャフトに取り付けます。 エンコーダシャフト
を無理に押し込まないでください。 
• 回転防止ピン 6 が固定プレート 7 に正しく挿入されていることを
確認します。 
• カラー3 をエンコーダシャフトに固定します。 

• カラー3 をエンコーダシャフトに固定して下さい。 電気結線 

オス正面側 オス正面側 

シールド 
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Only for spare parts and compatibility with old 
models: 

 
MIL 7-pin 
Male frontal side 

 
 
MIL 7-pin AI1 1 AV1, AV2 2 

A Analogue 0Vdc 3 
B      +Iout 3 +Vout 3     
C       Counting direction 4 
D Hold 4 

E Fault 3 n.c.                              
F 0Vdc 
G +13Vdc +30Vdc             

Case Shield 
 

1. See the “5.1 Descrizione uscita analogica in 
corrente” section 

2. See the “5.2 Descrizione uscita analogica in 
tensione” section 

3. See  the  “5.3  Descrizione  segnali  in  uscita” 
section 

4. See the “5.4 Descrizione segnali in ingresso” 
section 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV1 AV2 AV3 AV4   
[mV] [mV] [mV] [mV] 
1.221 2.441 2.441 4.883 
0.610 1.221 1.221 2.441 
0.305 0.610 0.610 1.221 
0.076 0.153 0.153 0,305 
0.076 0.153 0.153 0.305 
0.076 0.153 0.153 0.305 
0.076 0.153 0.153 0.305 
0.076 0.153 0.153 0.305 
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5 - Output circuits 

5.1 Analogue current output description 

• Output AI1:  quote 0 = 4mA, max quote =
20mA 

• Output AI2:  quote 0 = 0mA, max quote =
20mA 

• Output AI3:  quote 0 = 0mA, max quote =
24mA 

Increment per step: 
 

Type 

AS5812 
AM5812/2 
AM5812/4 
AM5812/16 
AM5810/64 
AM5808/256 
AM5806/1024 
AM5804/4096 

AI1 AI2 AI3  
[µA] [µA] [µA] 

3.906 4.883 5.856 
1.953 2.441 2.928 
0.976 1.221 1.464 
0.244 0.305 0.366 
0.244 0.305 0.366 
0.244 0.305 0.366 
0.244 0.305 0.366 
0.244 0.305 0.366 

5.2 Analogue voltage output description 

• Output AV1: quote 0 = 0 V, max quote = 5 V 
• Output AV2: quote 0 = 0 V, max quote = 10 V
• Output AV3: quote 0 = -5 V, max quote = +5

V 
• Output AV4: quote 0 = -10 V, max quote =

+10 V 

crement per step: 

Type 

AS5812 
AM5812/2 
AM5812/4 
AM5812/16 
AM5810/64 
AM5808/256 
AM5806/1024 
AM5804/4096 
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スペアパーツと古いモデルとの互換性のみ： 

MIL 7 ピン 

押す正面側 

1.「5.1 アナログ電流出力の説明」セクションを参照して
ください 
2.「5.2 アナログ電圧出力の説明」セクションを参照して
ください。 
3.「5.3 出力信号の説明」セクションを参照してください 
4.「5.4 入力信号の説明」セクションを参照してください。 

• 出力 AI1：クォート 0 = 4mA、最大クォート= 20mA 

• 出力 AI2：クォート 0 = 0mA、最大クォート= 20mA 

• 出力 AI3：クォート 0 = 0mA、最大クォート= 24mA 

• 出力 AV1：クォート 0 = 0 V、最大クォート= 5 V 
• 出力 AV2：クォート 0 = 0 V、最大クォート= 10 V 
• 出力 AV3：クォート 0 = -5 V、最大クォート= +5 V 
• 出力 AV4：クォート 0 = -10 V、最大クォート= +10 V 
ステップごとの増分： 

アナログ電圧出力の説明 

ステップごとの増分： 

出力回路 

アナログ電流出力の説明 
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5.3 Output signals description 5.5 Fault output 

• +Iout: analogue current output; 
• +Vout: analogue voltage output; 
• Analogue 0Vdc: analogue reference, internally 

connected to 0Vdc; 
• Fault: error signal for cable integrity check, see 

the “5.5 Uscita Fault” section. 
Only available for current outputs. 
To connect  the fault  signal,  see Figure 2 and 
Figure 3, pay attention to R2 value. 
No encoder error = transistor ON (conducting). 
Encoder error = transistor OFF (open). 

Imax = 50mA 
R1 = 47Ω 

R2 = -R1 
I 

 
AV1, AV2, AV3, AV4 

 
 
 
 

Vdc  
 

 
 
 

Figure 1 
 
 
 
5.4 Input signals description 

• +13Vdc +30Vdc, 0Vdc: power supply; 
• Zero setting: active high from 13V to 30V, it 

sets the current position of the encoder to 
the minimum analogue value (quote 0); 

• Counting direction:  active  high  from 13V to 
30V; if not active the position value output 
increases when the encoder shaft rotates 
clockwise (CW); if active the position value 
output increases when the encoder shaft 
rotates counter-clockwise (CCW); CW/CCW 
are viewed from shaft side; 

• Hold:  data  latch, active  high  from 13V to 30V, 
only available for MIL 7-pin connector. 
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AI1, AI2, AI3 

Vdc   

5.5.1 Fault output connected to PLC input 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2
 
 

EXAMPLE 
No encoder error = PLC input Low (0
Vdc). 
Encoder error = PLC input High (+Vdc). 

Vdc = +24V 
R1 = 47Ω 

R2 = -R1 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.2 Fault output connected to a relay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3
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I = 4.7 mA 
R2 = 5 kΩ 

• + Iout：アナログ電流出力。 
• + Vout：アナログ電圧出力。 
• アナログ 0Vdc：内部で 0Vdc に接続されたアナログリフ
ァレンス。 
• 障害：ケーブルの整合性チェックのエラー信号。「5.5Uscita
障害」セクションを参照してください。 
現在の出力でのみ使用できます。 
障害信号を接続するには、図 2 および図 3 を参照して、R2
値に注意してください。 
エンコーダエラーなし=トランジスタ ON（導通）。 エンコ
ーダエラー=トランジスタ OFF（オープン）。 

                   
R2 =  (                   )-R1 
                   

図１ 

• + 13Vdc + 30Vdc、0Vdc：電源。 
• ゼロ設定：13V から 30V までアクティブハイ。エンコー
ダの現在位置を最小アナログ値（引用符 0）に設定します。 

• カウント方向：13V から 30V までアクティブハイ。 アク
ティブでない場合、エンコーダシャフトが時計回り（CW）
に回転すると、位置値の出力が増加します。 アクティブ
な場合、エンコーダシャフトが反時計回り（CCW）に回
転すると、位置値の出力が増加します。 CW / CCW はシ
ャフト側から見たものです。 

• ホールド：データラッチ、13V～30V のアクティブハイ、
MIL7 ピンコネクタでのみ使用可能。 

例 
エンコーダエラーなし= PLC 入力 Low（0 Vdc）。 

エンコーダエラー= PLC 入力 High（+ Vdc）。 

 
R2 =  (                   )-R1 
 

リレーに接続された障害出力 

障害出力 

PLC 入力に接続された障害出力 

出力信号の説明 

入力信号説明 

Vdc 

I 

Vdc 

I 

図 
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EXAMPLE 
No encoder error = coil energized. 
Encoder error = coil de-energized. 
Vdc = +24V 

R1 = 47Ω 
   
 

I = 30mA (current needed to energize a small relay 
coil) 
R2 = 750Ω 

 
 
 
5.6 Suggested output 

5.6.1 Current analogue output 

 
 
 
 
 
 
 
5.6.2 Voltage analogue output 
 
 
 
 

このデバイスは、クラス2回路、低電圧制限エネルギー、
または30Vdcを超えないエネルギー源から供給されます。 
供給電圧率については、注文コードを参照してください。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lika Electronic 
Via S. Lorenzo, 25 • 36010 Carrè (VI) • Italy 

Tel. +39 0445 806600 
Fax +39 0445 806699 

info@lika.biz • www.lika.biz 
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Vdc 
 R2 = -R1 

I 

例 
エンコーダエラーなし=コイルに通電 
エンコーダエラー=コイルの電源遮断 

 
R2 =   (                   )- R1 
  

電流アナログ出力 

推奨出力 

電圧アナログ出力 

Vdc 

 I 

 
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35 

OK ビル 2 階 
Tel: 03-5924-6750 Fax:03-5924-6751 

E-mail: sales@technology-l.com  
URL: http://www.technology-link.jp 

 

(小さなリレーコイルに通電するために必要な電流) 
 


