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概説 
IF52 は 小 型 、低 価 格 且 つ 高 性 能 コ ン バ ー タ で す 。is the small, 
low-cost yet high-performing converter for industrial applications suitable for 
use in installations where the information delivered by a sensor or an encoder 
fitted with SSI interface needs to be converted into  a parallel signal or a serial 
RS-232 data format. Also it allows to convert serial RS-232 data into a parallel 
format. 
The unit has been designed as a compact module with 12 screw terminals and 
two  9-position and  25-position SUB-D  connectors  (female). The  housing  is 
suitable for standard DIN rail mounting. 
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IF51 は小型, 低価格且つ高性能なコンバータです。SSIインターフェ

ースを有したセンサーやエンコーダ情報をパラレル信号やシリアル

RS-232 データフォーマットへの変換が必要な設定時に使用される産

業用途向けに最適なユニットです。ユニットはコンパクトなモジュ

ール設計で、12 個のねじ端子と 9 ピン D サブ(メス)コネクター及び

２５ピンＤサブ（メス）が装備されています。ハウジングは標準 DIN
レール取り付けに準拠しています。 

１．安全規格 
２．製品確認 
３．製品案内 
４．取扱要領書 
５．電気結線 
６．DIL スイッチ設定 
７．ＰＣとの接続用追加機能 
８．エンコーダ位置データのシリアル読み取り 
９．パラメータ設定 
１０．スケーリング（拡大縮小）及び直線補間機能 
１１．テスト機能 
１２．パラメータリスト 
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1 – 安全要項 
1.1 安全対策 

• 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  s.r.l.  assumes  no  liability  for  the  customer's  failure  to 
comply with these requirements. 

1.2 電気面での安全対策 
• Turn OFF power supply before connecting the device; 
• connect according to explanation in section ”5 - Electrical connections”; 
• in compliance with 2004/108/EC norm on electromagnetic compatibility, 

following precautions must be taken: 
- before handling and installing the equipment, 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; 
-  minimize noise by connecting the unit to ground (GND). Make sure that 
ground (GND) 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. 

1.3 機械面での安全対策 
• Install the device following strictly the information in the section “4 

-Mounting instructions”; 
• do not disassemble the unit; 
• do not tool the unit; 
• delicate  electronic  equipment:  handle  with  care; do  not  subject  the 

device and the shaft to knocks or shocks; 
• respect the environmental characteristics of the device. 
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 装置の設置や操作中は常に使用国での職業上の安全性と事故予防の

為の規則を固守してください。 
 設置と保守や操作は資格を有した人員のみにて実施し､電源は切断

し､機械可動部は停止させた状態で実施すること。 
 装置は設計に見合った使用目的のみに限定されること。装置の設計

は重大人身事故や環境破壊を起こすことが無い目的に限定されま

す。 
 高電流、電圧及び機械可動部は重大かつ致命傷となる問題を引き起

こす原因となる場合があります。 
 警告 ! 決して爆発物や発火物が存在する領域で使用しないこと。 
 本マニュアル内の予備注意或いは特別警告に違反することは設計、

製造、装置の使用意図に違反することになります。 
 Lika Electronic s.r.l. （リカ・エレクトロニクス社) はこれらの遵守事

項を顧客が遵守しない場合は精勤を負いません。. 

 装置を結線する際は必ず電源を遮断して行ってください。 
 第 5 章の「電気結線」の説明に従って結線作業を行ってください。 
 磁気に関する規格「2004/108/EC」に適合するために、以下の予備注意事項を遵守

してください。 
 
 

 装置を設置したり､操作する前に人体や装置に接触すること。 
可能性がある作業工具に蓄積した静電気を放電し除去してください。 
 電源はノイズが無く安定化されていること。必要ならば、EMC フィルターを設

置してください。 
 常にシールドケーブルを使用してください。(出来るだけツイストペア-ケーブル

を使用すること) 
 不必要な長さのケーブルは避けて下さい。 
 高電圧ケーブルの近くに信号ケーブルを設置しないこと 
 静電気或いは誘導ノイズ源からは極力遠ざけて下さい。必要ならば、ノイズ源

から装置を遮蔽してください。 
 装置は接地（ＧＮＤ）し、グランド（ＧＮＤ）はノイズに汚染されていないこ

とを確認してください。接地箇所は装置側とユーザ装置側両方で接続してくだ

さい。干渉を最小限にするための解決策はユーザにて実施してください。 

 

 第４章の「装置の設置」に述べられた情報に忠実に従って装置の設置を行って下さ

い。 
 装置は分解しないでください。 
 装置に細工(改造、追加工等)をしないでください。 
 繊細な電子機器: 取扱にはご注意下さい。装置を突き刺したり、叩いたりショックを

与えたりしないでください。 
 装置の環境特性を考慮してください。 



IF52 

2 - 製品確認 
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 
document too. Please always quote the ordering code and the serial  number 
when reaching Lika Electronic s.r.l. for purchasing spare parts or needing 
assistance. For any information on the technical characteristics of the product, 
refer to the technical catalogue. 

 
 
 

3 – 製品案内 
IF52 is the small, low-cost yet high-performing converter for industrial 
applications suitable for use in installations where the information delivered by 
a sensor or an encoder fitted with SSI interface needs to be converted into  a 
parallel signal or a serial RS-232 data format. Also it is possible to convert serial 
RS-232 data into a parallel format. 
The unit has been designed as a compact module with 12 screw terminals and 
two  9-position  and  25-position  SUB-D  connectors  (female). The  housing  is 
suitable for standard DIN rail mounting. 

Applicable encoders and sensors 
Single-turn or multi-turn absolute encoders and all similar sensors using a 
standard SSI interface (6 to 25 bits of resolution with binary or Gray code) 
can be connected to IF52. The unit can operate in either Master mode (clock 
signal is generated by IF52 unit) or in Slave mode (clock signal is generated 
by a remote device). 

Remark about encoder resolution 
The unit provides settings for the standard resolutions of 13 bits, 21 bits and 
25 bits. As a general rule, for sensors with other resolutions you can use the 
next higher setting (i.e. set the unit to 21 bits when you use a 16-bit sensor). 
Depending on the brand and specification of the encoder, in some cases it 
may be necessary to blank out the surplus bits by using the bit  blanking 
function described later, see “Hint for the use of the bit blanking function” 
on page 44. Anyway, generally the unit works properly even without special 
bit blanking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAN IF52 I_E 1.0.odt 3 - 製品案内         31 / 56

デバイスはユニット本体に貼り付けられたラベルの注文コードやシ

リアル番号にて確認できます。製品情報はまた、納品図書にも明記さ

れています。Lika 社へスペアパーツの問い合わせや、サポートが必要

な場合は必ず注文コードとシリアル番号を明記してください。製品の

技術的な特性は技術カタログをご参照ください。 

IF51 は小型, 低価格且つ高性能なコンバータです。SSIインターフェースを有

したセンサーやエンコーダ情報をパラレル信号やシリアル RS-232 データフ

ォーマットへの変換が必要な設定時に使用される産業用途向けに最適なユニ

ットです。 
ユニットはコンパクトなモジュール設計で、12 個のねじ端子と 9 ピン D サブ

(メス)コネクター及び２１ピンＤサブ（メス）コネクターが装備されていま

す。ハウジングは標準 DIN レール取り付けに準拠しています。 

対応できるエンコーダやセンサー 
標準 SSIインターフェースを有した単回転及び多回転アブソリュートエンコー

ダ（6 乃至 25 ビット分解能、バイナリ又はグレイコード）及びそれに準じたセ

ンサーであれば IF52 への接続可。このユニットはマスタモード（IF52 にてク

ロック信号発生）でも、スレーブモード（クロック信号は外部機器より送信）

でも操作できます。 

エンコーダ分解能について 
当ユニットは標準分解能 13 ビット、 21 ビット及び 25 ビット用意されていま

す。通常上記以外の分解能のセンサーを次の上位設定で使用する事ができま

す。(例えば、16 ビットセンサーを 21 ビット設定で使用) エンコーダのメー

カや仕様の差異により余分のビットをブランキング機能によりブランク処理

が必要な場合があります（後述）。44 ページの「ビットブランキング機能活

用のヒント」を参照ください。普通のユニットは特別なブランキング処理し

なくても動作します。 
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4 - 取り付け要領 

WARNING 
Mount the unit with power supply disconnected. 

 
 

IF52 converter must  be  installed  and  protected  inside  the  electric  panel. It 
provides DIN rail mounting and  can quickly snap onto a DIN rail with built-in 
DIN rail clips that require no additional brackets or supports. 
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IF51 コンバータは電子回路パネル内部に固定し、保護してください。ユニットは

追加のブラケットやサポート無しで、DIN レールにレールクリップだけで迅速に

取付できます。 

警告 
ユニットの取付の際は電源を遮断してください。 
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5 - 電気結線 

WARNING 
Turn OFF the power supply before connecting the device. 

 
The subsequent diagram shows the assignment of the screw terminals. 
We recommend the Minus wire of the power supply to be connected to earth 
potential. 
GND terminals 4 and 6  are connected internally. Depending  on  the  input 
voltage and the load of the auxiliary voltage output, the total power 
consumption of the unit is about 200 mA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 マスタモード運転の場合のエンコーダ結線 
We recommend the shield to be connected to GND and earth potential on both 
sides. 
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警告 
デバイスに電気結線する際は電源を遮断してください。 

以下の図にねじ端子の配置が示されています。 
電源の「マイナス」ラインはアース（電位）に結線をお勧めします。 
GND 端子 4, 6 及び 12 は内部で結線されています。入力電圧や補助電源電

圧出力によっては、ユニットの合計電流電源消費量は 200 mA になります。 

シールド線は両端でエンコーダ電源のマイナスラインに結線されることを

お勧めします。 
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5.2 スレーブモード運転の場合のエンコーダ結線 
In this mode IF52 converter operates in parallel  to another unit,  acting as a 
„listener“ to the existing data communication. 
Quite according to need, the common potential of the master can be connected 
to terminal 4 (GND) or remain open for fully differential operation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 HOLD（ホールド）入力 
A HIGH signal sent to this input freezes the parallel output data. 
The HOLD function becomes active 500 μsec after the rising edge of the signal 
and remains active for the duration of the signal. With PC setup, the polarity of 
the signal can be inverted (i.e. becoming active in the falling edge of the LOW 
signal, see SSI Hold polarity register on page 47). 
The HOLD input provides PNP/HTL characteristics (LOW = open or 0-3V, HIGH 
=10-30V). 
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このモードでは、モデル IF52 コンバータは既存のデータ通信を「傍受」するよ

うな動作にて他の機器と併用運転できます。必要に応じて、マスターの共通電位

は 4 番端子（GND）へ結線するか、或いは完全(フル)作動動作するためにオープ

ンのままでも良いです。 

ハイレベル信号が「ホールド入力」に入力されるとパラレル出力データが凍

結（フリーズ）されます。 
信号の立ち上がりから 500μsec後に HOLD （保持）機能が作動し、信号の持

続時間だけ継続保持されます。PC による設定時に信号の極性は反転できま

す。（例えば、ローレベル信号の立下りエッジで作動するように設定可。47
ページの SSI 保持極性レジスターを参照ください。）HOLD （保持）入力の

特性は PNP/HTL です。 (ローレベル = オープン或は 0-3V, ハイレベル 
=10-30V). 
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5.4 パラレル出力 
The unit provides 25 push-pull outputs which are short-circuit proof. The 
separate  common output  voltage  for  the  outputs  must  be  applied  to  screw 
terminal 1 (COM+). 
The maximum voltage to  COM+ should  not  exceed +27  volts,  otherwise  no 
continuous short-circuit proof of the outputs can be guaranteed. 
The voltage drop between COM+ and an output in HIGH state is approx. 1 volt 
(unloaded). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 データステーブル（データ安定）出力 
The output for bit 25 can be configured as a DATA STABLE signal by means of 
the DIL switch 6 PIN 25 FUNCTION A (see section “6 - DIL switch settings” on 
page 37). In this case a LOW state indicates that parallel output data is stable 
and will not change. 
The rising edge of the signal still guarantees stable data and can be used for 
remote Latch of the parallel data. The LOW duration of the signal is at least 1/3 of 
the SSI Wait Time setting. 
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本ユニットは 25 点の短絡保護回路付プッシュプル出力を有していま

す。出力用の個別（別電源）共通出力電圧がねじ端子 1 番（COM+）に

供給されなければなりません。COM＋への最大電圧値は+27V を超えて

はいけません。この電圧値を超えた場合は、連続出力短絡保護が保証で

きなくなります。COM + とハイ状態の出力との電圧降下は約 1 V（無負

荷状態で）です。 

代表的出力回路 
D サブコネクター

25 ピン（ユニット

側はメス） 

出力ビット 25 はデータステーブル（データ安定）信号に設定できます。

DIL スイッチ 6 番ピン 25 機能 A にて（37 ページの 6-DIL スイッチ設定

参照）この場合、ローレベル状態ではパラレル出力が安定していて変

化しません。信号の立ち上がりもデータが安定しているので、パラレ

ル信号のリモートラッチに使用できます。ローレベル状態では SSI待
機時間の 1/3 以上の時間が必要です。 

データ安定信号 

ゾーン１：パラレル出力データ変化可能領域 
ゾーン 2：パラレル出力データ安定領域 
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5.6 シリアル通信（RS-232インターフェース） 
The unit provides a RS-232 interface. Serial communication allows to read out 
the encoder position and to set parameters and variables via PC, according to 
need. 
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本ユニットには RS-232 インターフェースが装備されています。シリアル通信機能

にてエンコーダの位置情報が読み出せます。必要に応じて、PC 経由でパラメータ

や変数の設定ができます。 

D サブ 9 ピンコネクター 
（ユニット側はメス） 

PC 接続ケーブル 
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6 - DIL スイッチ設定 
The DIL switch located on the top of the unit provides customer-specific 
settings of desired operating modes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The switch settings shown above are suitable for Master operation of a 25-bit 
SSI encoder with Gray coded output. The parallel  output operates with fixed 
updating time and pin 25 is used to indicate valid and stable output data. 

 
 

NOTE 
Changes in the switch settings will become effective only after the next 
power-up cycle! 
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DIL スイッチはユニットの上端に配置されています。ユーザのご希望の設定が可能

です。 

初期設定: 
OFF:ユニットは電源投入時に初期値読み込み          
ON : 電源投入時の初期読み込み無し. 

更新モード 
OFF:固定プリセット時間内でのパラレル出力の更新 
ON: 全 SSI通信後にパラレル出力更新 

ピン 25 の機能 A 
OFF：ピン 25 は出力データ安定（ローレベル） 
ON：ピン 25は通常データ出力（25ビット又はエラービット） 

SSI コード 
OFF: グレイコード  
ON: バイナリ 

SSI 分解能: 
3 OFF, 4 OFF : 無効      
3 ON, 4 OFF : 25 Bit 
3 OFF, 4 ON : 21 Bit     
3 ON, 4 ON : 13 Bit 

SSI モード: 
OFF: スレーブ   
ON : マスター 

25 番ピン機能 B 
OFF:ピン 25＝エラービット出力 
ON:ピン 25＝通常データ出力（25 ビットとして） 

上記スイッチの設定は 25ビット SSI グレイコード出力エンコーダのマスター運転

時に最適条件。パラレル出力は固定アップデート時間内操作で、25 ピンは出力信

号が有効で安定していることを示します。 

注記： 
スイッチ設定変更は次回電源再投入後に有効となります。 
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7 - Extended functions with PC set-up 

For normal use in standard applications, the unit is ready to work after correct 
wiring and setting of the DIL switches. If this case the case, you can jump the 
following section. 
Anyway, using a PC and our operator software OS3.2 the full set of functions for 
setting up  the unit is available. You  can download this software and full 
instructions, free of charge, from Lika Electronic website at the address 
www.lika.biz. 

 
 

• Connect your PC to the converter using a serial RS-232 cable having the 
wire connection as shown in section “5.6 Serial interface“ on page 36. 

• Start the OS3.x software, then the following screen will appear: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• In case your text and colour fields remain empty and the headline shows 
the message OFFLINE, then you must check your serial settings. To do 
this, press the  COMMS command in the menu bar. Ex factory, the unit 
features the following serial standard settings: 

 
Unit No. 11, Baud rate 9600, 1 start/ 7 data/ parity even/ 1 stop bit 

 
• If the serial settings of the unit should be unknown, you can run the 

SCAN function from the TOOLS menu to find out them. 

 
 
 
 
 

MAN IF52 I_E 1.0.odt         38 / 56

• シリアル RS-232 ケーブルを使って PC とコンバータを接続して下さい。 結線は 36 ペー

ジの「5.6 シリアルインターフェース」章の結線要領に従って下さい。ケーブル結線は

ピン 2, 3 及び 5 のみです。 
• OS3.x ソフトウェアを起動してください。以下のスクリーンが表れます: 
 

PC 設定による延長機能 

通常の SSIからのパラレル信号への変換用途では、本ユニットは正しい結

線と DIL スイッチ設定が済めば使用準備完了です。その場合は次の省へ進

んでください。 
PC 及び当社オペレータソフトウェア OS 3.2 を使用すれば、設定時のすべて

の機能の設定が実施できます。このソフトウェア及び取説は以下のウェブ

アドレスよりダウンロードできます。Lika Electronic 社 ウェブサイト：
http//www.lika.biz. 

• テキストや色が空の場合や、ヘッドラインに「OFFLINE」のメッセージが表

れる場合いは、シリアル設定をチェックしてください。その確認用に、メニ

ューバーの COMMS コマンドを押すと、工場出荷時のユニット機能が以下の

標準シリアル設定が表れます。 
 

(ユニット番号 11、ボーレート 9600、１スタート /７データ /パリティイーブン /１ストップビット) 
 

ユニットのシリアル設定状況が不明な場合いは, TOOLS メニューから

SCAN 機能を使って見つけることができます。 

7 – PCセットアップ付付加機能 
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7.1 自動テスト 
In the main page of the operator software OS3.2, several items are available in 
the OUTPUTS box. 
When the  SELFTEST PASSED item lights  red,  this  indicates  that  the  unit  has 
initialized correctly and is ready to work. STATUS SSI-CLK and STATUS SSI-DATA 
items indicate that the clock and data lines work correctly (red = status is ok)2. 
It may happen that, because of the update cycle of your PC, indicators in the 
OUTPUTS box blink. However, you should see “predominant red” items when the 
lines operate properly. 

 
 
 

7.2 OUTPUT VALUE box（出力データボックス） 
エンコーダ位置データが変化している場合は、「OUTPUT VALUE box（出力ボッ
クス）」のバーは、データが加算か減算状態かを示しています。 カラーバー或は
パーセント表示がジャンプしたり、ふらついたりしている場合は、再度DILスイ
ッチの設定を再確認してください。 

 
 

7.3 HOLD key（ホールドキー） 
The HOLD key operates in parallel to the hardware input terminal 10 HOLD and 
allows freezing the parallel output from the PC screen. Indicator in the RS field of 
the INPUTS box indicates that the HOLD function is active, either by software or 
by hardware command. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Testing the clock lines is primarily useful with Slave operation. Though the test works also 
in Master mode, the result is only intended to show that the internal generation of the clock 
works properly. However, in Master mode, this test cannot indicate faulty clock drivers or bad 
wiring of the clock lines. 
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OS3.2 オペレータソフトウェアの主要ページの中には、OUTPUTS ボックスの中

にいくつかの項目が存在します。 
When the 「SELFTEST PASSED（自走テスト完了）」事項が赤字点灯していれ

ば、このユニットは正しく初期設定が完了し準備完了であることを示していま

す。STATUS SSI-CLK（SSI 状態クロック）表示と STATUS SSI-DATA （SSI 状
態データ）表示が点灯していればクロックとデータ信号ラインは正常に稼働し

ていること示しています。 (赤表示 = 正常状態)2. 
ユーザPCのデータ更新サイクルによってはOUTPUTS box が点滅する場合があ

りますが、信号ラインが正常な場合は、たいていの項目が赤表示になります。 
 

ホールドキーはハードウェアー入力 10 番 Hold 端子 と並行して使われます、ＰＣ画

面からパラレル出力をフリーズ（凍結）することができます。INPUT ボックスの RS 
フィールドのインジケータ（表示）はソフトウェア或いはハードウェアコマンドを

使って HOLD 機能が稼働中であることを表示します。 
 

２．クロックラインのテストは原則的にスレーブ操作で役立ちます。テストはま

た、マスターモードでも稼働しますが、結果は内部発生クロックが正しく動作し

ていることを示すだけです。しかし、マスターモードにおいて、このテストでは

クロックドライバーの不具合を示したり、クロックラインの不良結線を示したり

することはできません 

7 – PC セットアップ付付加機能 
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8 - 実際のエンコーダ位置情報シリアル読み出し 

You can read out the actual SSI position of the encoder at any time using a 
serial connection. A PC is required to set the communication parameters. 

IF52 uses the DRIVECOM communication standard according to ISO 1745. Details 
about this protocol can be found in the file Serial Protocol 1a.pdf which is 
available for download from Lika Electronic website. 

The serial access code for the actual encoder position is „ :8 “ . 
(ASCII characters, colon and 8) 
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シリアル接続にていつでもエンコーダの実際のＳＳＩ位置情報を読み出すことが

できます。通信パラメータの設定にはＰＣが必要です。 
 
コンバータ IF52 は国際規格 ISO1745 準拠した DRIVECOM 基準を採用しています。 
このプロトコールの詳細はシリアルプロトコール 1a.pdf で見つけることができま

す。この PDF は Lika 社のウェブサイトからダウンロードできます。 
 
実際のエンコーダ位置データへのアクセスコードは：「„  :8 “」です。 
（ASCII キャラクター（文字）、コロン及び８） 

実際のエンコーダ位置情報のシリアル読み出し 
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9 – パラメータ設定 

9.1 表示設定 

X オペランド 
/ オペランド

オペランド 
+/- オペランド 
These operands are used to convert the position information transmitted by the 
encoder into other engineering units like millimetres or inches etc. These 
operands only affect the serial readout of encoder data, not the parallel data 
output. 

 
With the settings X Operand = 1.0000 

/ Operand = 1.0000 and +/- 
Operand  = 0.0000 

the serial readout value equals to the encoder value. 

Serial Readout = [ SSI encoder data x 

 

 
9.2 一般的設定 

ラウンドループ(回転ループ) 
As a general rule, this setting should be set to  00000. Any other settings will 
replace the real encoder position with a repeating cycle count. 

例： 
When we set this register to 2048, the internal position register will only move in 
a range between 0 and 2047. When we exceed the lower limit  zero with 
reverse direction, again 2047 will appear. When we exceed the upper limit 2047 
with forward direction, we restart at 0 again. 
The zero position of the round loop counter can be set in the register SSI Offset 
which allows settings ranging between 0 and the Round Loop value. Register 
Direction allows to set the counting direction of the round loop counter (0 = 
up, 1 = down). 

以下の図表でオリジナルSSIエンコーダデータ間の動作の均一性、ラウンドルー
プ設定SSI オフセット及び計数レジスター間の関係を説明しています。  
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xオペラン
   

xOperand 
/ Operand 

これらのオペランドはエンコーダから転送された位置情報を他の計数単位(例えば、

mm やインチ等)に変換するために使用されます。このオペランドはエンコーダデー

タのシリアル出力のみに影響し、パラレルデータには影響しません。 

以下の設定では  X Operand = 1.0000 
/ Operand = 1.0000 及び 

    +/-Operand = 0.0000 
シリアル読み取り値はエンコーダ値に同じ 
 
 
シリアル読み取り値＝[ SSI エンコーダ値 x ―――――  ]＋＋/ -  オペランド 
 
 

xオペランド    

/オペランド 

一般的に, この設定は 00000 になります。 他の数値設定にすると繰り返しサ

イクルカウントでエンコーダ位置情報を入れ替えてしまいます。 

このレジスターを 2048 にセットすると, 内部位置値保存レジスターが 0 から 2047
の範囲でしか動作しません。逆回転で最小値ゼロを超えると、再度 2047 が表れま

す。正回転で最高値 2047 を超えると再度リセットされて、0 からのスタートにな

ります。ラウンドループ（回転ループ）カウンターのゼロ位置は SSI オフセット レ
ジスター内でセットできます。この設定範囲は 0 からラウンドループレジスター 
保存値で設定できます。レジスターの計数方向はラウンドループ（０＝加算、１

＝減算）の方向が設定できます。 
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The  ROUND  LOOP function  is  also  suitable  for  suppression  of  the  encoder 
overflow, when you do not want to change the mechanical configuration. As 
shown in the subsequent Figure, you need to set the  Round Loop register to 
the full encoder resolution and then shift the zero transition by setting the SSI 
Offset correspondingly. 
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オリジナル SSI エンコーダ信号 
エンコーダ 13 ビット 
方向 ＝０ 
SSI オフセット= 1024 
ラウンドループ = 2048 

パラレル出力信号 

SSI オフセット=1024 ラウンドループ = 2048 

オリジナル SSI エンコーダ信号 

エンコーダ 13 ビット 
方向 ＝1 
SSI オフセット= 1024 
ラウンドループ = 2048 
 

ラウンドループ信号 

SSI オフセット=1024 ラウンドループ=2048  
 

ラウンドループ機能はまた、機械的な設定を変えたくない場合のエンコーダのオー

バーフロー防止に役立ちます。次の図で示される様に、エンコーダ全分解能にラウ

ンドループレジスターをセットしなければなりません。その後、SSI オフセットを

適宜設定してゼロ位置をシフトしなければなりません。 

オリジナル SSI エンコーダ

ラウンドループ信号（パラレル出力） 

エンコーダ 13 ビット 
方向 ＝0 
SSI オフセット= 2048 
ラウンドループ = 8192 
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注記 
• Every time you change the value in the Round Loop setting, then you are 

required to enter a new value also in SSI Offset register. 
• Using the  ROUND LOOP function  it is  also  possible  to change the 

counting direction of the encoder, by setting the Direction bit 
correspondingly. 

 
 

パラレルモード 
This register sets the code of the parallel output and the input source of the 
converter, according to the following table: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linearisation（線形化) モード  
このレジスターは線形化完モードを設定します。 

 
0 Linearisation off, registers P1 to P16 do not affect the output 

characteristics. 
1 Linearisation in a range of 0 – 100%. 
2 Linearisation over full range –100% to +100%. 
See examples in the section “10 – Scaling and linearisation functions“ on page 
50. 

 
 

Linear In（線形化開始） 
This is the original max. value provided by the input source. In the example of 
page 50 (see paragraph “10.2.2 Converting the SSI encoder data to the parallel 
output using both scaling and linearisation“) the input source is a 16-bit  SSI 
encoder that delivers 216 information, i.e. 65536 information. Input data needs 
to be converted into a 0 – 10000 range at output. Thus Linear In = 65536 while 
Linear Out = 10000. 
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パラレルモード パラレル出力 データソース 
0 Binary format  

SSI エンコーダ 1 Gray format 

2 BCD format 

3 Binary format  
シリアル RS-232    
インターフェース 

4 Gray format 

5 BCD format 

 ラウンドループ設定をする際に値を変更する場合は SSIオフセットレジスタ

ーには常に新しいデータを入れなければなりません。 
 ラウンドループ機能を使用する場合は、適宜 Direction(計数方向)ビットを使

用して、エンコーダの計数方向も変更することができます。 
 

 

このレジスターは以下のテーブルに基づいてコンバータのパラレル出力や入力源

のコードをセットします。 

0 線形化オフの場合、レジスターP1 から P16 は出力特性には影響なし 
1 線形化範囲内 ：0-100 % 
2 線形化範囲フルレンジオーバー：-100 % から+100%  
50 ページ第 10 章の「スケーリング（拡大・縮小）及び線形化機能」の例題を参照し

てください。 
 
 

これは入力源（エンコーダ）からのオリジナル最大値です。50 ページの例（10.2.2
スケーリング及び線形化を使用した SSI エンコーダデータのパラレル出力への変

換）では、入力源は 16 ビット SSI エンコーダで 216情報（65536 情報）を有していま

す。入力データは出力側で 0-10000 に変換されなければなりません。したがって、Linear In
（線形化開始）= 65536 で、Linear Out（線形化終了）= 10000 となります。 
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Linear Out（線形化終了） 
This is the scaled max. value which needs to be issued to output. In the example 
of  page 50 (see  paragraph  “10.2.2  Converting  the  SSI  encoder  data  to  the 
parallel output using both scaling and linearisation“) the input source is a 16-bit 
SSI  encoder  that  delivers  216 information,  i.e.  65536 information.  Input  data 
needs to be converted into a 0 – 10000 range at  output.  Thus Linear In = 
65536 while Linear Out = 10000. 

 
 
 

9.3 SSI 特殊設定 

SSI 下位ビット 
This register defines the lowest bit (LSB) for evaluation, when the bit blanking 
function is used. See “Hint for the use of the bit blanking function” below in this 
page. 
It must be set to “01” for evaluation of the full encoder range. 

 
 

SSI 上位ビット 
This register defines the highest bit (MSB) for evaluation, when the bit blanking 
function is used. See “Hint for the use of the bit blanking function” below in this 
page. 
It must be set to the total  number of encoder bits for evaluation of the full 
encoder range. 

 
適用例 
In the following example a 13-bit encoder is shown with SSI High Bit set to 12 
and SSI Low Bit set to 03, resulting in evaluation of bits 03 to 12 only and 
blanking out positions 01, 02 and 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hint for the use of the bit blanking function 
Bit blanking results in a different evaluation of the encoder information, thus 
you should be fully aware of what happens with the resolution and the number 
of registered turns when you use this function. 

適用例 
In the following example two different results when blanking out one bit in a 
13-bit single-turn encoder are explained. 
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これはスケーリング最大値で、出力値となります。50 ページの例（10.2.2 スケーリ

ング及び線形化を使用した SSI エンコーダデータのパラレル出力への変換）では、

入力源は 16 ビット SSI エンコーダで 216 情報（65536 情報）を有しています。入力データ

は出力側で 0-10000 に変換されなければなりません。したがって、Linear In（線形化開始）

= 65536 で、Linear Out（線形化終了）= 10000 となります。 
 

このレジスターはビットブランキング（空のビットを削除）機能が使用される場

合に、評価のための最下位ビット(LSB)を定義します。このページの下段の「ビッ

トブランキング機能を使用するためのヒント」をご覧ください。 
全エンコーダ範囲の評価をする場合は、これは「01」に設定しなければなりませ

ん。 

このレジスターはビットブランキング（空のビットを削除）機能が使用される場合

に、評価のための最上位ビット(MSB)を定義します。このページの下段の「ビット

ブランキング機能を使用するためのヒント」をご覧ください。 
全エンコーダ範囲の評価をする場合は、これは「エンコーダビットの総和」に設定

しなければなりません。 

以下の例では、13 ビットエンコーダが SSI 上位ビットに 12 がセットされ、下位ビッ

トに 03 がセットされています。結果ビット評価は 03 ビットから 12 ビットまでで、

01, 02 及び 13 ビットはブランキングアウト（空ビットとしてキャンセル）されてい

ます。 

最上位ビット 最下位ビット 

評価ビット 

ビットブランキングはエンコーダ情報の違った評価法として考慮されます。この機

能を使用した場合に、分解能とレジスターの回転数に実際に何が生じているのかが

良くわかります 

 
ビットブランキング（ビットキャンセル）機能使用のヒント 

以下の例では、ビットブランキングで 13 ビット単回転エンコーダで 1 ビット消して 
2 つの異なった結果の例が説明されています。 

パラメータ設定 
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• Without blanking, a 13-bit encoder would provide 0 – 8191 information at 
each 0 - 360º turn of the encoder shaft. 
This would assume a setting of  SSI High Bit = 13 and SSI Low Bit = 
01. 

It is easy to understand that there are two different ways to use only 12 of the 
13 bits available: 

• When we set SSI High Bit to 12 while SSI Low Bit remains 01, we have 
blanked the high order bit. The result corresponds to an encoder 
providing 0 – 4095 information while we turn from 0 - 180º, and again 
the same 0 – 4095 information while we continue from 180º to 360º. 
The resolution remains unchanged as far  as the  number of  steps per 
revolution is concerned. 

• We can also keep the SSI High Bit value unchanged (13) and set SSI 
Low Bit to 02 instead. This means we blank the low order bit now. As a 
result, within one turn of 0 - 360º, we receive the encoder information 0 
– 4095 one time only, thus the total number of steps per revolution is 
down by half. 

 
 
 

SSI ボーレート 
This register sets the communication speed of the SSI interface with SSI 
encoders. 
Setting range: 100 Hz to 1MHz. 
You are free to set any desired frequency between 0.1 kHz and 1000.0 kHz. For 
technical reasons however, in the upper frequency range with Master operation, 
the unit will only generate one of the following frequencies accurately: 

 
 
 
 
 
 
 

With Master operation, other settings will result in generation of the next upper 
or lower value according to above list. With all settings < 250.0 kHz the error 
between set rate and generated rate becomes negligible. 

注記 
It  is  mandatory to set  the Baud rate also with Slave operation.  In this  case, 
however,  the  setting  is  only  used  to  determine  the  pause  time  for  correct 
synchronization (pause is detected after 4 clock cycles). The unit automatically 
synchronizes with  every  remote  clock  signal  within  the  specified  Baud  rate 
range. 
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1000,0 kHz 888,0 kHz 800,0 kHz 727,0 kHz 666,0 kHz 
615,0 kHz 571,0 kHz 533,0 kHz 500,0 kHz 470,0 kHz 
444,0 kHz 421,0 kHz 400,0 kHz 380,0 kHz 363,0 kHz 
347,0 kHz 333,0 kHz 320,0 kHz 307,0 kHz 296,0 kHz 
285,0 kHz 275,0 kHz 266,0 kHz 258,0 kHz 250,0 kHz 

 ブランキングがなければ、13 ビットエンコーダは 0-360°回転するごとに

0-8191 個の情報をもたらします。 
これは、SSI 上位ビット= 13、SSI 下位ビット=01 と仮定します。 

13 ビット存在する中で、12 個のみを使用する 2 種類の方法があることは容易に理解

できます： 

 SSI 上位ビットを 12 とし、SSI 下位ビットが 01 のままだと、最上位ビッ

トがブランクとなります。その結果、エンコーダの 0-4095 情報に対応して、

0-180 °回転し、更に 0-4095 情報に対して 180°から 360°と設定します。 

1 回転でのステップ数が重要であるならば、分解能は何も変わりません。 

 または、SSI 上位ビットを同じ（13）のままにして、SSI 下位ビットを

代わりに 02 に設定します。この方法では下位ビットをブランクしたことに

なります。その結果、0-360 °一回転で、エンコーダ情報 0-4095 を一度だけ

得られます。このように、一回転の全ステップ数が半分に減少したことにな

ります。 

このレジスターは SSI エンコーダとの通信速度を設定します。 
設定範囲：100Hz から 1 MHz 
0.1 KHz から 1000.0 KHz の範囲の周波数であれば自由に設定できます。ただし、技

術上の理由により、マスターモードでの操作では上位周波数範囲では、ユニットは

以下の周波数でないと正確に発信できません。 

マスターモード操作では、上記以外の設定では上記リストの上位、或は下位値の

周波数を発信することになります。250.0 KHz 以下の設定では、すべての設定レ

ートと発生レートの誤差は小さく無視できます。 

スレーブモード操作ではボーレートも必ず設定しなければなりません。この場合、

設定値は正しく同期（休止時間は 4 クロックサイクルの後で検出されます）がと

れるように休止時間を決定するために使用されるだけです。ユニットは自動的に

すべてのリモートクロック信号特定のボーレート範囲で同期します。 

パラメータ設定 
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SSI Wait Time（SSI待機時間） 
This register sets the waiting time (gap) between two SSI telegrams in a range 
from 0.001  to  10.000  sec.  During  normal  operation,  due to  processor  cycle 
times, the real time may vary by 512 µsec. with respect to the preset time. The 
fastest sequence possible is 1.3 µsec with a setting of 0.000. 
In  Slave  operation  mode,  the  distance  of  the  SSI  protocols  depends  on  the 
remote Master and the SSI Wait Time specifies the distance of evaluation data 
strings. Setting this register to 100 msec results in evaluation of one telegram 
only  every  100  msec,  even  though the  Master  may  have  transmitted  many 
telegrams more. 
Especially with applications of closed-loop control loops, it may be 
advantageous to have fixed updating cycles of the output (DIL switch 7 UPDATE 
MODE=  OFF).  This  is  possible  in  Master  mode  only,  and  the SSI Wait Time 
setting (it must be > 0) directly corresponds to the time pattern of updates. 

 
The Figure below explains the timing with use of fixed updating cycles mode 
when the SSI Wait Time item is set to 3 msec. 
With fixed updating cycles work mode, the SSI Wait Time item is limited to 90 
msec. max. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
• The shortest time allowed for fixed updating cycles is 2 msec, due to 

internal processing times (SSI Wait Time set to 0.001). While your PC is 
communicating with unit, it is 5 msec. 

• The time marks TM1 and TM2 shown in the Figure above can be displayed 
using the MONITOR function of the PC operator software. It is easy to 
understand that the sum of both times must be equal to the SSI Wait  
Time setting; otherwise  you  must increase the Baud rate or choose 
a longer update cycle. The serial access codes are ,, :3 “ for TM1 and ,, :5 
“ for TM2. 

• In critical cases you can reduce the internal processing times of the unit, by 
omitting the conversion of serial RS-232 encoder data. For this, just set 
parameter / Operand to 00000. 
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このレジスターは 0.001 から 10.000 秒間の 2 連の SSI テレグラムの待機時間（ギャ

ップ）設定します。通常の操作ではプロセッサーのサイクルタイムのために実際の

時間は 512µsec 変化します。プリセットタイムに関しては、可能最速シーケンス時

間は 0.000.と設定した場合 1.3 µsec となります。スレーブ操作モードでは SSI プロ

トコールの間隔（長さ）はリモートマスターとデータストリングの間隔（長さ）を

規定する SSI 待機時間に依存します。このレジスターを 100 ms に設定するとその

結果たとえ、マスターからたくさんのテレグラムが送信されても、一つのテレグラ

ム（伝達内容）が毎 100ms だけの長さで判別されることになります。 
 

パラメータ設定 

特に、クローズドループ制御用途に於いては、出力値（DIL スイッチ７のアップデ

ートモード＝オフに設定）を固定更新サイクルに設定すれば有利になります。 
これはマスターモードのみで可能です。更に、SSI 待機時間の設定（>0 に設定が必

要）は更新の時間パターンに直接関連します。 

以下の図ではSSI 待機時間を 3msec とセットした場合の、固定更新サイクルモード

のタイミングを説明しています。固定更新サイクル動作モードでは、SSI 待機時間
は最高で 90 msec に制限されます。 

SSI テレグラム 情報評価 SSI テレグラム 

SSI 待機時間=3 msec 

 これは、内部の処理時間（SSI 待機時間が 0.001 にセット）に制限されるの

で、固定更新サイクルの最短時間は 2 msec です。一方、ユーザＰＣの通信時

間は 5 msec です。 

 上図のマーク時間 TM1 及び TM2 はＰＣオペレータソフトウェアにてモニタ

ー機能を使用して表示することができます。両時間がSSI 大気時間設定と

同じでなければならないことがよくわかります。そうでなければ、ボーレー

トを増やしたり、もっと長い更新サイクルの選択が必要です。シリアル通信

のアクセスコードは：「TM1」,, :3 “  「TM2」 ,, :5 “ です。 

 微妙なケースの場合はシリアル RS-232 エンコーダデータの変換を割愛して、

ユニット内部の処理時間を減らすことができます。このパラメータ設定は単

純に/ Operandを 00000.にセットしてください。 
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SSI Offset (SSI オフセット) 
This register defines the electrical zero position of the encoder with respect to 
the mechanical  zero position.  When the ROUND LOOP function is  not  active 
(Round Loop = 0), the SSI Offset value is subtracted from the SSI position 
reading, which can also cause negative results. When the ROUND LOOP function 
is active,  SSI Offset displaces the mechanical zero position, but always within 
positive values only. See also Round Loop item and the relevant example. 

 
SSI Hold polarity（SSI 保持極性） 
It sets the polarity of the HOLD signal available in terminal 10. See “5.3 HOLD 
input” on page 34. 

 
0 HOLD signal is active HIGH 

1 HOLD signal is active LOW 

 
 
 

9.4 SSI エラー設定 

SSI Error Bit （SSI エラービット） 
This register defines the position of the error bit, if available for the encoder you 
use.  Errors  indicated  by  the  encoder  can  be  read  out  via  serial  code  ,, ;9 
“ (semicolon nine, error indication = 2000hex). In case of error, the ERROR BIT 
ACTIVE items in the OUTPUTS box will appear red in your PC screen. It is also 
possible to use pin 25 of the parallel output for error indication (see section “6 
-DIL switch settings“ on page 37). 

 
00 no error bit available 
13 bit 13 represents the error bit 
25 bit 25 represents the error bit, and so on 

 
SSI Error Bit Polarity（SSI エラービット極性） 
This register defines the polarity of the error bit. 

 
0 Bit is LOW in case of error 
1 Bit is HIGH in case of error 
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このレジスターは機械上のゼロ位置に対して、エンコーダの電気的ゼロ位置定義

します。ラウンドループ機能が動作していない場合（Round Loop = 0）は、SSI 
Offset値は SSI 位置読み取り値から減算されます。その結果マイナスとなります。

ラウンドループ機能が動作している場合はSSI Offset表示は機械上ゼロ位置を表

示します。ただし、常に正の値のみです。Round Loopの項や関連サンプルを参照

して下さい。 

10 番端子で保持信号の極性がセットされますが、34 ページの「5.3 ホールド（保

持）入力」を参照ください。 

ホールド（保持）信号 

ホールド（保持）信号 

 

このレジスターは使用のエンコーダにこの機能がついていれば、エラービットの

位置を定義します。エンコーダで表示されたエラーはシリアルコード「,, ;9 “ 」
(セミコロン９, エラー表示=2000hex)で読み取れます。エラーの場合はユーザ

ＰＣ画面上の OUTPUTボックス内の ERROR BIT ACTIVE（エラービット有効）

の項に赤字で表示されます。また、パラレル出力の 25 ピンもエラー表示に活

用できます。（37 ページ第 6 章―DIL スイッチ設定参照ください。） 

エラービットなし 

13 ビットがエラー表示 
25 ビットがエラー表示 

このレジスターはエラービットの極性を定義します。 

エラーの場合は LOW 

エラーの場合は HIGH 
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9.5 Linearisation settings in % 
P01 (x) … P16 (y) 
Linearisation registers and further information are available in section “10.2.3 
Free programmable linearisation“ on page 51. 

 
 
 
 

9.6 Set-up settings 

Direction（方向） 
This parameter changes the internal direction of counting (0 or 1), provided the 
unit operates in the ROUND LOOP mode. See Round Loop item on page 41. 

 
Parallel inversion（並行変換） 
When you change the value in this register from 0 to 1, data in the parallel 
output will be inverted. 

 
Parallel value（並行値） 
The numerical value set next to this item appears directly at the parallel output, 
provided that the Parallel Mode register has been set to a value greater than 2 
previously. The serial access code of the Parallel value item is ,, 48 “ and the 
setting can be changed at any time via serial network. 

 
 
 
 

9.7 RS-232 settings 

Unit Number（ユニット番号） 
You can choose any serial address number between 11 and 99. 
Default factory setting = 11 
The address must not contain any “0“ because such numbers are reserved for 
collective addressing. 

 
 

Serial Baud Rate（シリアルボーレート） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAN IF52 I_E 1.0.odt 9 - Parameter settings 48 / 56

設定 ボー 
0 (工場初期設定) 9600 

1 4800 
2 2400 
3 1200 
4 600 
5 19200 
6 38400 

パラメータ設定 

線形化設定（％で入力） 

線形化レジスター及び関連情報は「51 ページ「10.2.3 自由プログラムできる線形

化」を参照ください。 

セットアップ時の設定 

ユニットが、ラウンドループモードに設定された場合は、このパラメータは内部

の計数方向（０か１）を入れ替えます。41 ページのRound Loopの項を参照くだ

さい。 

このレジスターの値を０から１に代えると、並行出力値は反転します。 

Parallel Modeレジスターに事前に値が 2 以上をセットされると、当項目の次の

数値が並行出力に直に表示されます。Parallel valueの項「,, 48 “」のシリア

ルアクセスコード及び設定はシリアルネットワーク経由でいつでも変更で

きます。 

RS-232 設定 

11 から 99 までのシリアルアドレス番号が選択できます。 
工場出荷時の初期設定値 = 11 
「０」は集合的なアドレス用にリザーブされているので、アドレスには “0“ が入

ってはいけません。 
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Serial Format（シリアルフォーマット） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAN IF52 I_E 1.0.odt 9 - Parameter settings 49 / 56

設定値 データビット パリティ ストップビット 
0 (factory default) 7 even 1 

1 7 even 2 
2 7 odd 1 
3 7 odd 2 
4 7 none 1 
5 7 none 2 
6 8 even 1 
7 8 odd 1 
8 8 none 1 
9 8 none 2 

パラメータ設定 
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10 – Scaling and linearisation functions 

 
10.1 Scaling the serial readout 
Serial readout can be scaled by using the parameters  X Operand,  / Operand 
and +/- Operand. 

Serial Readout = [ SSI encoder data x 

For further information refer to page 41. 

 
 
 

10.2 Scaling the parallel output data 

10.2.1 Converting  the SSI  encoder data  to the parallel  output using 
neither scaling nor linearisation 
When you need to convert the SSI encoder data to the parallel  output using 
neither scaling nor linearisation, set the parameters as follows: 

例示： 

Linearisation Mode = 0 

Round Loop = 0 

Parallel Mode = 0 (バイナリ出力) 
= 1 (グレーコード出力)  
= 2 (BCD 出力) 

Parallel inversion = 0 (HIGH 信号, 通常出力極性) 
= 1 (LOW 信号, 反転出力極性) 

Settings of Linearisation registers are not important in this case. 
 
 
 

10.2.2 Converting the SSI encoder data to the parallel output using both 
scaling and linearisation 
When you need to convert the SSI encoder data to the parallel  output using 
both scaling and linearisation, set the parameters as follows: 

 
例示 
In the example a 16-bit SSI encoder provides 216 information = 65536 
information which needs to be converted into a 0 – 10000 range at output. 

Linearisation Mode = 1 
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xOperand 
/ Operand ] + +/ -Operand 

スケーリングと線形化機能 

スケーリング及び線形化機能 

シリアル読み取り値のスケーリング（拡大・縮小） 

シリアル読み取り値はX Operand,  / Operand及び+/- Operandパラメータを使

用してスケーリングすることができます。 

シリアル読取値 
SSI エンコーダ 
データ 

41 ページの追加情報ご参照ください。 

並行出力データのスケーリング 

10.2.1 スケーリングや線形化を使用しない SSI エンコーダデータの並行出

力への変換 
SSI エンコーダデータをスケーリング機能も線形化機能も使用しないで並行出力へ

変換する場合のパラメータの設定： 

（線形化モード） 

（ラウンドループ） 

（並行モード） 

（並行反転） 

線形化レジスターの設定はこの場合は重要ではありません。 

10.2.2 スケーリングと線形化両方を使用した SSIエンコーダデータの並行出力 

SSIエンコーダデータをスケーリング機能と線化機能を使って並行出力へ変

換する場合のパラメータの設定： 
 

例では 16 ビット SSI エンコーダ情報 216 = 65536 を 0-10000 の範囲に出

力時に変換 

(線形化モード) 
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Round Loop = 0 

Parallel Mode = 0 (バイナリ出力) 
= 1 (グレーコード出力)   
= 2 (BCD o出力) 

Parallel inversion = 0 (HIGH 信号, 通常出力極性) 
= 1 (LOW 信号, 反転出力極性) 

Linear In = 65 536 

Linear Out = 10 000 

P1 (x) = 000.0% 

P1 (y) = 000.0% 

P2 (x) = 100.0% 

P2 (y) = 100.0% 

 
 

10.2.3 Free programmable linearisation 
When you need to process the SSI encoder data and transform them into a 
curve in the parallel output side (Linearisation), set the parameters as follows: 

 
例示 
In the example a 16-bit SSI encoder provides 65536 information to be 
transformed into a programmable curve. 

Linearisation Mode = 1 

Round Loop = 0 

Parallel Mode = 0 (バイナリ出力) 
= 1(G グ レ ー ド 出 力 )           
= 2 (BCD 出力) 

Parallel inversion = 0 (HIGH 信号,通常出力極性) 
= 1 (LOW 信号, 反転出力極性) 

P1 (x) … P16 (x) = % as required 

P1 (y) … P16 (y) = % as required 

 
This programmable feature allows the user to convert a linear motion to a 
non-linear parallel output and vice versa. There are 16 programmable 
interpolation 
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（ラウンドループ） 

（並行モード） 

（並行変換） 

（線形化開始） 

（線形化終了） 

自由にプログラム可線形化モード 
linearisationSSIエンコーダデータを処理して並行データ上カーブデータとして変換（線形

化）したい場合は以下のようにパラメータを設定してください。 

例では 16 ビット SSIエンコーダの情報は 65536で、それをプログラム可能な

曲線に変換しています。 

（線形化モード） 

（ラウンドループ） 

（並行モード） 

（並行変換） 

1 (グレーコード出力) 

にて入力必要 

にて入力必要 

このプログラマブル機能によりユーザはリニア動作を非線形並行出力するこ

とができます。その逆への変換もできます。16 のプログラム可能な補間ポイ

ント使用可能で、全変換範囲で希望の距離（長さ）分の設定ができます。 
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points available, which can be set in any desired distance over the full 
conversion range. Between two points, the unit uses linear interpolation. 
Therefore it is advisable to use more points in a section with strong curves and 
only a few points where the curvature is lower. 
To  specify  your  desired  linearisation  curve,  you  must  set  the Linearisation 
Mode register to either 1 or 2 first. 
Use registers P1(x) to P16(x) to specify the coordinates on the x-axis. These are 
the original SSI data generated by the sensor. These settings must be expressed 
in percentage (%) of the full scale. 
Now enter the desired values to registers P1(y) to P16(y). These are the values 
that the parallel output will generate instead of the x- values. 
As an example, the value set next to P2(y) will be used instead of the encoder 
value P2(x) etc. 

 
注記 

• X-registers  must  use continuously  increasing  settings,  i.e. P1(x) item 
must have the lowest setting and  P16(x) item must have the highest 
setting. 

• All entries use a percentage format which is xx.xxx% of the full scale. 
Setting 0.000% means zero output while setting 100.000% means full 
scale output. 

• With Linearisation Mode set to 1, it is compulsory to set P1(x) register to  
0% and P16(x) register  to  100%.  Linearization  is  defined  in  the 
positive range only and the negative range will be a mirror image of the 
positive range with reference to zero. 

• With Linearisation Mode set to 2, it is compulsory to set P1(x) register to 
–100% and  P16(x) register to +100%. This enables the user to set 
curves which are not symmetric to the zero position. 
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2 点間で直線補間を使用します。従って、曲率が大きいカーブではたくさん

のポイントを使って、緩やかなカーブでは少なめに設定されることをお勧

めします。希望の線形化カーブを得るためには先ず、Linearisation Mode（線

形化モード）レジスターに 1 又は２を入力しなければなりません。 
X 軸の座標を P1(x) から P16(x) レジスター使って指定して下さい。これらはセ

ンサーで生成された SSI データで、これらの設定値はフルスケールに対す

る%で示されています。さて、P1(x) から P16(x) のレジスターに希望の値を入力

します。これらはＸ値の代わりに並行データとして生成された値です。 
例えば、P2(y)の次にセットされる値はエンコーダ値 P2(x)  などの代わりに使

用されます。 

 X-レジスタには連続で増加する値を入れなければなりません。つまり P1(x) 項はもっ

とも低い値をセットし、P16(x) 項には最も高い値設定しなければなりません。 

 全ての入力はフルスケールの xx.xxx%と言うように％を使用します。設定 
0.000% はゼロ出力、一方設定 100.000% はフルスケール出力を意味します. 

 Linearisation Modeで１とセットすると、P1(x) レジスターを 0% 、P16(x) 
レジスターを 100%に設定しなければなりません。線形化モードでは正の範

囲のみで定義され、負の範囲ではゼロを基準とした正の範囲のミラーイメ

ージとなります。 

 Linearisation Modeで２とセットすると、P1(x)レジスターは –100% 、
P16(x)レジスターは+100%に設定しなければなりません。これを使用して

ユーザはゼロを中心の非対称曲線をセットすることができます。 

線形化例 

(並行データ) 
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11 - テスト機能 

When you select the TEST command in the TOOLS menu, you are able to verify 
the following data, by clicking on the corresponding field: 

• actual encoder position; 
• DIL switch settings; 
• internal supply voltages; 
• parallel output state. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Furthermore,  the following registers can  be  recorded  by  using the MONITOR 
function: 
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TOOLS（ツール）メニュにて、テストコマンドを選択すると、該当するフィールド

をクリックして以下のデータについて確認できます。 
 エンコーダ実際の位置（データ） 
 DIL スイッチ設定状況 
 内部供給電源電圧 
 パラレル出力状態 

更に、モニター機能を使って、以下のレジスター内容を記録することができます。 
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12 - パラメータリスト 
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パラメータ 最小値 最大値 初期値 位置データ Char. シリアル

コード 
X Operand -10.0000 +10.0000 1.0000 +/- 6 4 00 
/ Operand 0 10.0000 1.0000 6 4 01 
+/- Operand -99999999 99999999 0 +/- 8 0 02 
Linear In -99999999 +99999999 0 +/- 8 0 03 
Linear Out -99999999 +99999999 10000 +/- 8 0 04 
Round Loop 0 99999999 0 8 0 05 
Parallel Mode 0 2 0 1 0 06 
Linearisation Mode 0 2 0 1 0 07 
SSI Low Bit 0 25 1 2 0 08 
SSI High Bit 1 25 25 2 0 09 
SSI Baud Rate 100 1000000 100000 7 0 10 
SSI Wait Time 0 10.000 0 5 3 11 
SSI Offset 0 99999999 0 8 0 12 
SSI Hold polarity 0 1 0 1 0 13 
SSI Error Bit 0 25 0 2 0 14 
SSI Error Bit Polarity 0 1 0 1 0 15 
P1(x) -100.000 +100.000 100000 +/- 6 3 A0 
P1(y)….. -100.000 +100.000 100000 +/- 6 3 A1 
P16(x) -100.000 +100.000 100000 +/- 6 3 D0 
P16(y) -100.000 +100.000 100000 +/- 6 3 D1 
Direction 0 1 0 1 0 46 
Parallel inversion 0 1 1 1 0 47 
Parallel value -999 999 33554431 +/- 8 5 0 48 
Unit Number 0 99 11 2 0 90 
Serial Baud Rate 0 6 0 1 0 91 
Serial Format 0 9 0 1 0 92 
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