
LINEPULS 
インクレメンタルリニアエンコーダ 
 
インクレメンタルリニアエンコーダ 
An incremental linear encoder uses a readhead fitted with MR magneto-resistive sensors 
and a magnetic tape to produce square waves signals or sinusoidal signals to output. 
As the North-South poles positional information encoded on the tape is cyclical, that is 
relative and ambiguous, this means that you can gather whether the axis is moving and the 
direction of the movement when the magnetic sensor passes along the tape; yet you cannot 
have information about its absolute position; for such reason you need a calibration point 
for measuring reference. 
 
Incremental encoders seldom provide only one A output channel (uni-directional pulses). 
They can be used uniquely when the information on the direction of motion is not required. 
All Lika encoders are dual channel encoders at least. 
 
 
The whole range of Lika incremental 
encoders provides A and B output 
channels at least (bi-directional 
pul-ses, also referred to as 
quadrature). 
A and B channels supply square waves 
or cosine-sine signals phase-shifted 
by 90 electrical degrees. Thanks to 
this signal displacement, we can 
de-termine the direction of the 
motion. In fact when the rising edge 
of the signal A leads the rising edge 
of the signal B, the sensor is moving 
in the standard counting direction; 
and on the contrary, when the rising 
edge of the signal B leads the rising 
edge of the signal A, the sensor is 
moving in the reverse counting 
direction. This is right provided that 
the sensor is mounted properly and 
according to the installation 
literature. For further information on 
mounting and orien-ting the tape 
and the sensor please refer to the 
section ”Mechanical and 
environmental information” on page 
16 and to the section “Orientation” 
on page 17. 
In the Figure the digital signals with 
inverted signals are represented after 
an interpolation factor 4x. 
 
 
When noisy electrical environment conditions or long cable lengths could lead to unsafe 
communication, A and B as well as Index and Reference signals should be paired with 
in-verted signals (/AB0, typically referred to as A NOT, B NOT and 0 NOT). 
They are typically generated by inverting the electrical output (for instance, when A signal 
goes HIGH, /A signal goes LOW and vice versa). 
Inverted signals allow pulses to be filtered in order to have clean signals. 
Noisy pulses (missed or extra pulses) affect both normal and complementary signals in the 
same way and thus they can be easily detected and trimmed. 
 
See the Figure: the extra pulse (in red) 
which affects both channels A and /A 
can be easily trimmed by the 
differen-tial receiver to obtain a clean 
signal. Inverted signals are always 
available with RS-422 and sine wave 
output circuits and optionally with 
Push-Pull circuits (YC order code 
only). 
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A チャンネル （単方向出力) 

 
 
AおよびBチャネル（双方向出力、シ
ングルエンド出力） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

インクリメンタルリニアエンコーダは、MR 磁気抵抗センサと磁気テープを
備えたリードヘッドを使用して、方形波信号または正弦波信号を生成して出
力します。 
テープにエンコードされた南極の位置情報は周期的であり、相対的であいま
いであるため、これは、磁気センサがテープを通過するときに軸が移動して
いるかどうかと移動の方向を収集できることを意味します。 しかし、その絶
対位置に関する情報を入手することはできません。 このような理由から、基
準を測定するための校正ポイントが必要です。 

インクリメンタルエンコーダは、1 つの A 出力チャネル（単方向パルス）の
みを提供することはめったにありません。 動きの方向に関する情報が必要な
い場合に、これらを独自に使用できます。 すべての Lika エンコーダは、少
なくともデュアルチャネルエンコーダです。 

Lika インクリメンタルエンコー
ダの全範囲は、少なくとも A お
よび B 出力チャネルを提供しま
す（双方向パルス、直交とも呼
ばれます）。 
A チャネルと B チャネルは、90
電気度だけ位相シフトされた方
形波または余弦正弦信号を供給
します。この信号変位のおかげ
で、動きの方向を決定すること
ができます。実際、信号 A の立
ち上がりエッジが信号 B の立ち
上がりエッジよりも進んでいる
場合、センサーは標準のカウン
ト方向に移動しています。逆に、
信号Ｂの立ち上がりエッジが信
号Ａの立ち上がりエッジよりも
進んでいる場合、センサは逆カ
ウント方向に動いている。これ
は、センサーが適切に取り付け
られ、設置資料に準拠している
場合に限ります。テープとセン
サーの取り付けと向きの詳細に
ついては、16 ページの「機械的
および環境情報」のセクション
と 17 ページの「向き」のセクシ
ョンを参照してください。 
この図では、反転信号を含むデ
ジタル信号は、補間係数 4x の後
に表されています。 

ノイズの多い電気環境条件または長いケーブル長が安全でない通信につなが
る可能性がある場合、A と B、およびインデックス信号とリファレンス信号
を反転信号（/ AB0、通常は A NOT、B NOT、0 NOT と呼ばれます）とペアに
する必要があります。これらは通常、電気出力を反転することによって生成
されます（たとえば、A 信号が HIGH になると、/ A 信号が LOW になり、そ
の逆も同様です）。反転信号により、クリーンな信号を得るためにパルスを
フィルタリングできます。ノイズの多いパルス（欠落したパルスまたは余分
なパルス）は、通常の信号と相補的な信号の両方に同じように影響するため、
簡単に検出してトリミングできます。 

図を参照してください。チャネル
A と/ A の両方に影響を与える余
分なパルス（赤）は、差動受信機
で簡単にトリミングして、クリー
ンな信号を取得できます。 反転信
号は、RS-422 および正弦波出力回
路で常に使用でき、オプションに
プッシュプル回路で使用できま
す（YC 注文コードのみ）。 

反転信号（相補出力または差動出力） 
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LINEPULS 
Output signals 
 
 
Most incremental linear encoders produce Index pulses. They provide datum positions 
along the tape for use at power-up or following a loss of power. 
The periodic Index pulses (codes I or K) are customarily synchronized with A and B channels 
and provided once per pole (see the “Pole pitch” on page 13). They are always sent at the 
same position inside the pole, thus the distance between two Index pulses is the pole pitch. 
The amplitude of the Index signals depends on the output circuit: digital incremental 
enco-ders provide I code Index signals, they have an amplitude of either 0V +5V or +10V 
+30V. Sine-cosine incremental encoders can provide either I or K code Index signals (see 
the order code). I code Index signals have an amplitude according to RS422, while K code 
Index signals have an amplitude of 1Vpp. Also the duration of the Index signals varies 
depending on the output circuit (see the Figures): it is 90° ±30° for Push-Pull and Line 
Driver outputs; it can be either 70° ±10° (SMS series) or 180° ±1° (K code of SMSR) for the 
sine-cosine output. Index signals can be provided with inverted signals. 
Please note that the Index pulse characteristics and duration may vary in specific models, so 
always refer to each individual user’s guide for complete information. 
 

Digital encoders Sine-cosine encoders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An external sensor (for instance, an inductive proximity switch) can be paired with an Index 
signal to obtain a reference point on the tape. The characteristics of the used sensor are 
not of great importance to the measuring system, in particular its accuracy does not affect 
directly the detection accuracy of the reference point. Anyway you must ensure that the 
switching hysteresis of the external sensor is smaller than the length of one pole pitch on 
the tape. In this way the external sensor can be related to the single Index signal 
unambi-guously. 
 
Please note that if the measuring system is fitted with the Reference mark (see the section 
“Reference mark pulse (R and T output signals)” on page 26, then the Index pulse is not 
supplied. 
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インデックスパルス (I ＆ K 出力) ほとんどのインクリメンタルリニアエンコーダは、インデックスパルスを生成し
ます。これらは、電源投入時または電源喪失後に使用するために、テープに沿っ
たデータム位置を提供します。 
周期的なインデックスパルス（コード I または K）は、通常、A および B チャネ
ルと同期され、極ごとに 1 回提供されます（13 ページの「極ピッチ」を参照）。
それらは常にポール内の同じ位置に送信されるため、2 つのインデックスパルス
間の距離がポールピッチになります。インデックス信号の振幅は出力回路によっ
て異なります。デジタルインクリメンタルエンコーダは I コードインデックス信
号を提供し、振幅は 0V + 5V または+ 10V + 30V のいずれかです。サインコサイ
ンインクリメンタルエンコーダは、I または K コードのインデックス信号を提供
できます（注文コードを参照）。 I コードのインデックス信号の振幅は RS422
に準拠していますが、K コードのインデックス信号の振幅は 1Vpp です。また、
インデックス信号の持続時間は出力回路によって異なります（図を参照）。プッ
シュプルおよびラインドライバ出力の場合は 90°±30°です。サインコサイン
出力の場合は、70°±10°（SMS シリーズ）または 180°±1°（SMSR の K コ
ード）のいずれかになります。インデックス信号には、反転信号を提供できます。 
インデックスパルスの特性と持続時間は特定のモデルによって異なる場合があ
ることに注意してください。完全な情報については、常に個々のユーザーガイド
を参照してください。 

デジタルエンコーダ サイン・コサインエンコーダ
Sine-cosine encoders 

外部センサー（たとえば、誘導型近接スイッチ）をインデックス信号と組み合
わせて、テープ上の基準点を取得できます。 使用するセンサーの特性は、測定
システムにとってそれほど重要ではありません。特に、その精度は、基準点の
検出精度に直接影響しません。 とにかく、外部センサーのスイッチングヒステ
リシスがテープの 1 極ピッチの長さよりも小さいことを確認する必要がありま
す。 このようにして、外部センサーを単一のインデックス信号に明確に関連付
けることができます。 

測定システムにリファレンスマークが付いている場合（26 ページの「リファレンスマー
クパルス（R および T 出力信号）」のセクションを参照）、インデックスパルスは供給
されないことに注意してください。 

リミットスイッ
チマグネット 1 

参照マークマグネット 
リミットスイッチ
センサー１ 

磁気抵抗型センサー 

診断用 LED 参照センサー 

リミットスイッチ
センサー2 

 
リミットスイ
ッチマグネッ
ト 2 

出力回路によ
る信号振幅 



LINEPULS 
Output signals 
 
 
Some incremental linear encoders produce a Reference 
mark pulse (code R or code T) once per travel. 
It provides a datum position along the tape for use at 
power-up or following a loss of power. An integral 
Refe-rence sensor is designed to detect the external 
Reference magnet (order code LKM-1309/X where X is 
the pole pitch corresponding to the one of the matched 
tape). 
 
The external Reference magnet is placed next to the tape at the preferred location to mark a 
relevant position in the travel (for instance, the home position, otherwise referred to as 
calibration point). The amplitude of the Reference signal depends on the output circuit (see 
the Figure under the “Index pulse” point in the previous page): digital incremental encoders 
provide a R code Reference signal, it has an amplitude of either 0V +5V or +10V +30V. 
Sine-cosine incremental encoders can provide either a R or a T code Reference signal (see 
the order code). 
R code Reference signal has an amplitude 
according to RS-422, while T code 
Referen-ce signal has an amplitude of 
1Vpp. Also the duration of the Reference 
signal varies depending on the output 
circuit: it is 90° ±30° for Push-Pull and Line 
Driver outputs; it is 70° ±10° for the 
sine-cosine output. As soon as the external 
magnet is detected an integral LED lights 
up. Please note that the LED switching on 
does not mean that the Reference pulse is 
output in the same time: the Reference 
pulse is usually syn-chronized with A and 
B channels within the South pole and has 
its own duration. Thus, it may be not output 
yet or be already output while the LED is lit. 
The Reference pulse can be provided with 
inverted signal. 
 
Please note that the Reference pulse is supplied as an alternative to the Index pulse: if 
the measuring system is fitted with the Reference mark pulse, the Index pulse cannot be 
supplied. 
The series available with the external Reference mark pulse on demand are: SME11, SME12, 
SME21, SME22, SME51, SME52, SMS11, SMS12, SMS21. 
 
 
Some linear encoders include built-in limit switch sensors designed to detect two external 
limit switch magnets (order code LKM-1309/LS). The two sensors are activated by different 
external magnets, thus it is possible to distinguish between the opposite ends in the travel. 
The external limit switch magnets have to be installed at the preferred location along the 
tape to mark the end limits of the travel. In this way at power-up or during operation the 
controller can determine whether the encoder is at an end-of-travel and in which direction 
to drive the axis. 
The signals of the limit switches LS1 and LS2 are output through open collector type circuit 
and have Imax = 50 mA. The limit switch signal is normally at logic level HIGH (+Vdc) and 
switches to logic level LOW (0Vdc) as soon as the external magnet is detected. 
The signal is kept at logic level LOW (0Vdc) as long as the sensor is within the active area of 
the external magnet. Integral LEDs light up as soon as the external magnets are detected. 
 
The series available with external limit switches on demand are: SME12, SME22, SME52, 
SMS12. 
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参照マークパルス（Rおよ
びT出力信号） 
 
 
 
 
 
 
 

SMS models 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limit switches 

SME models 

一部のインクリメンタルリニアエンコーダは、
トラベルごとに 1 回リファレンスマークパルス
（コード R またはコード T）を生成します。 こ
れは、電源投入時または電源喪失後に使用する
ために、テープに沿った基準位置を提供します。 
一体型参照センサーは、外部参照磁石を検出す
るように設計されています（注文コード
LKM-1309 / X、X は一致したテープの 1 つに対応
する極ピッチ）。 

外部基準磁石は、テープの隣の好ましい位置に配置され、移動中の関連する位
置（たとえば、ホーム位置、またはキャリブレーションポイントと呼ばれる）
をマークします。 基準信号の振幅は出力回路に依存します（前のページの「イ
ンデックスパルス」ポイントの下の図を参照）：デジタルインクリメンタルエ
ンコーダは R コード基準信号を提供します。振幅は 0V + 5V または+ 10V のい
ずれかです。 + 30V。 サインコサインインクリメンタルエンコーダは、R また
は T コードのリファレンス信号を提供できます（注文コードを参照）。 
R コードの基準信号の振幅は RS-422
に準拠していますが、T コードの基準
信号の振幅は 1Vpp です。 また、基準
信号の持続時間は出力回路によって
異なります。プッシュプルおよびライ
ンドライバ出力の場合は 90°±30°
です。 サインコサイン出力の場合は
70°±10°です。 外部磁石が検出され
るとすぐに、一体型 LED が点灯しま
す。 LED がオンになっているからと
いって、基準パルスが同時に出力され
るわけではないことに注意してくだ
さい。基準パルスは通常、南極内の A
チャネルと B チャネルと同期してお
り、独自の持続時間があります。 した
がって、LED が点灯している間は、ま
だ出力されていないか、すでに出力さ
れている可能性があります。 基準パル
スには反転信号を供給することがで
きます。 
リファレンスパルスはインデックスパルスの代わりに供給されることに注意
してください。測定システムにリファレンスマークパルスが取り付けられてい
る場合、インデックスパルスは供給できません。 
オンデマンドで外部リファレンスマークパルスを使用できるシリーズは、
SME11、SME12、SME21、SME22、SME51、SME52、SMS11、SMS12、SMS21
です。 
一部のリニアエンコーダには、2 つの外部リミットスイッチ磁石（注文コード
LKM-1309 / LS）を検出するように設計されたリミットスイッチセンサーが組
み込まれています。 2 つのセンサーは異なる外部磁石によって作動するため、
移動の両端を区別することができます。 トラベルのエンドリミットをマーク
するために、外部リミットスイッチの磁石をテープに沿った好ましい位置に取
り付ける必要があります。 このようにして、電源投入時または動作中に、コ
ントローラはエンコーダが移動の終わりにあるかどうか、および軸を駆動する
方向を決定できます。 
リミットスイッチ LS1 と LS2 の信号は、オープンコレクタタイプの回路を介し
て出力され、Imax = 50mA です。 リミットスイッチ信号は通常、論理レベル
HIGH（+ Vdc）であり、外部磁石が検出されるとすぐに論理レベル LOW（0Vdc）
に切り替わります。 センサーが外部磁石のアクティブ領域内にある限り、信号
は論理レベル LOW（0Vdc）に保たれます。 一体型 LED は、外部磁石が検出
されるとすぐに点灯します。 
オンデマンドで外部リミットスイッチを使用できるシリーズは、
SME12、SME22、SME52、SMS12 です。 

リミットスイッチ 

モデル 
モデル 


