
 
 

• avoid  running  the  sensor  cable  near  high 
voltage power cables (e.g. drive cables); 

• install EMC filters on sensor power supply if 
needed; 

• avoid mounting the sensor  near  capacitive or  
inductive  noise  sources  such  as  relays, 
motors, and switching power supplies. 

概説 
This  manual  describes  the  LD120  display  and  the 
sensors of the SM5 series. The purpose of this 
system is to show displacement values on industrial 
machines and automation systems. The 
measurement system includes a LED display, a 
magnetic tape and a magnetic sensor. As the sensor 
is  moved along the  magnetic  tape,  it  detects  the 
displacement  which  is  shown on  the  display. The 
flexibility of the tape allows it to be used for both 
linear and  angular applications. To  be  used with 
SM5 magnetic sensors and MT50 magnetic tape. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目次 
1 - Safety summary 
2 - Identification 
3 - Installation 
4 - Mounting instructions 
5 - Electrical connections 
6 - Setup 
7 - RS-485 serial interface (-I4 order code) 
8 - Dimensional drawing and cut-out 

1 - 安全要項 
We highly recommend the user's guide to be read 
carefully. Follow the installation guidelines: 

• measurement system (sensor) should be 
installed as close as possible to the display; 

• always  use shielded  and  twisted  cables  if 
possible; 
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Connect according to the “5 - Electrical
connections” section. 
 
2 - 識別 
The display and sensor can be identified by the
label's data (order code, serial number). Information
is listed in the delivery document too. For technical
features of the product please refer to the technical
catalog. 

3 - インストール 
Install the product according to the protection level
provided. Protect the system against knocks,
friction, solvents, and respect the environmental
characteristics of the device. 

4 - 取り付け手順 
4.1 表示 
Insert the display into the cut-out (approx. 68 x 33
mm) without panel clips. 
Install panel clips on the display housing and screw
until the unit is fastened firmly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 磁気テープ 
See the manual supplied with the magnetic tape. 

4.3 センサーの取り付け 
4.3.1センサータイプSM5-R（長方形） 

Sensor  can  be  fixed  by  means  of  two  M3  screws
inserted into  the buttonholes.  Make sure  that  the
gap between sensor and tape is met along the
whole  measuring  length  (Figure  1). Avoid  contact 
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LD120

 
ユーザガイド 

LD120-M7 
SM5 

このマニュアルでは、LD120 ディスプレイと SM5 シ
リーズのセンサーについて説明します。 このシステ
ムの目的は、産業用機械および自動化システムの排水
量の値を表示することです。 測定システムには、LED
ディスプレイ、磁気テープ、磁気センサーが含まれま
す。 センサーが磁気テープに沿って移動すると、デ
ィスプレイに表示される変位を検出します。 テープ
の柔軟性により、線形と角度の両方のアプリケーショ
ンに使用できます。 SM5 磁気センサーおよび MT50
磁気テープで使用します。 

ユーザガイドを注意深く読むことを強くお勧めしま
す。 インストールガイドラインに従ってください。 

測定システム（センサー）は、ディスプレイのでき
るだけ近くに設置する必要があります。 
 
可能であれば、常にシールドケーブルとツイストケ
ーブルを使用してください。 

1 - 安全性の概要  
2 - 識別 
3 - インストール 
4 - 取り付け手順 
5 - 電気接続  
6 - セットアップ 
7 - RS-485 シリアルインターフェース 

（-I4 注文コード） 
8 - 寸法図とカットアウト 

• センサーケーブルを高電圧電源ケーブル（ドライブケ
ーブルなど）の近くに通さないでください。 

• 必要に応じて、センサー電源に EMC フィルターを取り
付けます。 

• リレー、モーター、スイッチング電源などの容量性ま
たは誘導性ノイズ源の近くにセンサーを取り付けない
でください。 

「5-電気接続」のセクションに従って接続します。 

ディスプレイとセンサーは、ラベルのデータ（注文コ
ード、シリアル番号）で識別できます。 情報は納品書
にも記載されています。 製品の技術的特徴について
は、技術カタログを参照してください。 

提供された保護レベルに従って製品をインストール
します。 ノック、摩擦、溶剤からシステムを保護し、
デバイスの環境特性を尊重してください。 

パネルクリップなしで、ディスプレイを切り欠き（約
68 x 33 mm）に挿入します。 
パネルクリップをディスプレイハウジングに取り付
け、ユニットがしっかりと固定されるまでネジで固定
します。 

磁気テープに付属のマニュアルを参照してください 

センサーは、ボタンホールに挿入された 2 本の M3 ネ
ジで固定できます。 センサーと巻尺の間のギャップが
測定長さ全体に沿って満たされていることを確認し
てください（図 1）。 
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between the parts. You can check planarity and 
parallelism between sensor and magnetic tape using 
a feeler gauge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 
 

4.3.2 センサータイプSM5-C（円形） 
The sensor can be fixed in a corresponding 
mounting hole by means of the two nuts. Make sure 
that the gap between sensor and tape is met along 
the  whole  measuring  length  (Figure  2). Note  the 
correct alignment of the marker on the tape. Avoid 
contact between the parts. You can check planarity 
and parallelism between sensor and magnetic tape 
using a feeler gauge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 

 
 
 

6.2 キーの組み合わせ/クイック機能 
6.2.1 データムの設定（参照） 

Press * key for 3 seconds to set the current value to 
datum value. 
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5 - 電気的接続 
5.1 SM5センサー 
Plug in the sensor's Mini-DIN connector (circular) on
the backside of the display. 
 
5.2 表示 
Make the clamp connections as follow: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The serial interface is optional (-I4 order code). 
The Accu input can supply the device in stand-by
mode with a low consumption. In this way the LEDs
are not active while the electronics can count and
the sensor remains active. 

注意 
This device is to be supplied by a Class 2 Circuit or
Low-Voltage Limited Energy or  Energy  Source  not
exceeding 30Vdc. 

 
6 - セットアップ 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 キーの機能 

 : UP (select value) 
 : Shift left (select digit) 

* : Save (save data) 
P : Program (programming/change parameter) 

部品間の接触を避けてください。 すきまゲージを使用して、
センサーと磁気テープ間の平面性と平行性を確認できます。 

スケールからの距離 

図 1 

センサーは、2 つのナットを使用して対応する取り付
け穴に固定できます。 センサーと巻尺の間のギャップ
が測定長さ全体に沿って満たされていることを確認
してください（図 2）。 テープ上のマーカーの正しい
位置合わせに注意してください。 部品間の接触を避け
てください。 すきまゲージを使用して、センサーと磁
気テープ間の平面性と平行性を確認できます 

ディスプレイの裏側にあるセンサーの Mini-DIN コネ
クタ（円形）を差し込みます。 

次のようにクランプ接続を行います。 

シリアルインターフェースはオプションです（-I4 注
文コード）。 
Accu 入力は、低消費でスタンバイモードでデバイス
に供給することができます。 このように、電子機器が
カウントでき、センサーがアクティブなままである
間、LED はアクティブではありません。 

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。 

UP（値を選択） 
左にシフト（桁を選択） 
保存（データの保存） 
プログラム（プログラミング/パラメータ変更） 

キーを 3 秒間押して、現在の値をデータム値に設定し
ます。 

図２ 
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Datum value is = rEF + OFS1 + OFSx (where OFSx 
is the Offset value currently set). 
This function is enabled only if  F_rSt parameter is 
set to “on”. 

6.2.2 インクリメンタル測定 
Press P and * key  simultaneously  to switch  from 
absolute to incremental measurement. 
In incremental mode the decimal point flashes. 
Zero  setting in  incremental  mode (see  6.2.1)  does 
not change the absolute value in the background. 
 

6.2.3 Mm /インチ表示モード 
Mm/inch display mode (and vice versa) can be 
changed by pressing  key for 3 seconds. 

6.2.4 オフセット値の設定 
Press P and  keys simultaneously to display Offset 
1 value (OFS1). Use  and  keys to change value 
and save with * key. Further Offset values OFS2 and 
OFS3 can be changed only in setup menu. 
This function is  enable only if F_oFS parameter is 
set to “on”. 

 key allows to scroll OFS1, OFS2 and OFS3 values. 
OFS1 = current value + OFS1 + rEF
OFS2 = current value + OFS1 + OFS2 + rEF 
OFS3 = current value + OFS1 + OFS3 + rEF 

6.2.5 データムの設定 
Press P and  keys simultaneously to display datum 
value rEF. Use  and  keys to change the value 
and save with * key. 
This function is enabled only if  F_rEF parameter is 
set to “on”. 

6.3 設定/パラメータ設定 
Press P key for 3 seconds to enter setup. “SEtUP” is 
displayed. 
Press  key to enter Menu 1 (parameters) 
Press * key to enter Menu 2 (RS-485 serial I/F) 
Press P key to access the next Parameter and 
Parameter setting. 
Press P key for 3 s. to exit setup at any moment. 

6.3.1 デフォルトパラメータ 
Default parameter values (factory settings) are 
highlighted  in BOLD characters. The  unit  can  be 
reset to defaults by pressing * key at power-on. 
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6.3.2 Menu 1: Parameters 
rES 
[10, 50, 100, 1000, InCH, FrEE] Linear resolution
value expressed in µm (microns). 
10 = 10 µm = 0.01 mm 
50 = 50 µm = 0.05 mm 
100 = 100 µm = 0.1 mm 1000 
= 1000 µm = 1 mm 
InCH = it sets display mode and measurement unit 

to inches (with 3 decimals, e.g. 1.000). 
FrEE = it allows to input a free resolution factor, 

e.g.  for  angle display  (basis  of  calculation is
max. resolution 0.01 mm). 

* = save, P = next parameter, P for 3 s. = exit 

FrEE 
[0.0001, 1.0000] Only if rES = FrEE. 
E.g. We need to display angles ranging between 0°
and  90°  with  0.1°  resolution  on  a  rotating  table
having  a  circumference  of  785.4  mm. Total  work
range is 785.4 mm : 4 = 196.35 mm. 
FrEE = 900 : 19635 = 0.0458 
Default value = 0.0001 
* = save, P = next parameter, P for 3 s. = exit 

dEC 
[0, 1, 2, 3] Decimal point. Only if rES = FrEE. 
It changes the position of the decimal point. 
0 = no decimal point 
1 = one decimal (e.g. 1.0) 
2 = two decimals (e.g. 1.00) 
3 = three decimals (e.g. 1.000) 
* = save, P = next parameter, P for 3 s. = exit 

dir 
[uP, dn] Counting direction. uP 
= up (standard direction) dn = 
down (inverted direction) 
* = save, P = next parameter, P for 3 s. = exit 

F_rEL 
[on,  oFF]  It  enables  the  incremental  measurement
function (by pressing P and * keys). 
on = function enabled 
oFF = function disabled 
* = save, P = next parameter, P for 3 s. = exit 
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データム値は= rEF + OFS1 + OFSx です（ここで、OFSx
は現在設定されているオフセット値です）。 
この機能は、F_rSt パラメータが「オン」に設定されて
いる場合にのみ有効になります。 

P キーと*キーを同時に押して、絶対測定から増分測定
に切り替えます。 
インクリメンタルモードでは、小数点が点滅します。 
インクリメンタルモードでのゼロ設定（6.2.1 を参照）
は、バックグラウンドの絶対値を変更しません。 

キーを 3 秒間押すと、mm /インチの表示モード（お
よびその逆）を変更できます。 

P キーと キーを同時に押すと、オフセット 1 の値（OFS1）
が表示されます。 および キーを使用して値を変更し、*
キーで保存します。 その他のオフセット値 OFS2 および
OFS3 は、セットアップメニューでのみ変更できます。 
この機能は、F_oFS パラメータが「オン」に設定されている
場合にのみ有効になります。 

キーを使用すると、OFS1、OFS2、および OFS3 の値をス
クロールできます。  
OFS1 =現在の値+ OFS1 + rEF 
OFS2 =現在の値+ OFS1 + OFS2 + rEF  
OFS3 =現在の値+ OFS1 + OFS3 + rEF 

P キーと キーを同時に押して、データム値 rEF を表
示します。 および キーを使用して値を変更し、*
キーで保存します。 
この機能は、F_rEF パラメータが「オン」に設定され
ている場合にのみ有効になります。 

P キーを 3 秒間押して、セットアップに入ります。 
「SEtUP」が表示されます。 

キーを押してメニュー1（パラメータ）に入ります*
キーを押してメニュー2（RS-485 シリアル I / F）に入
ります。P キーを押して、次のパラメータとパラメー
タ設定にアクセスします。 
P キーを 3 秒間押します。 いつでもセットアップを終
了します。 

デフォルトのパラメータ値（工場出荷時の設定）は太
字で強調表示されています。 電源投入時に*キーを押
すと、ユニットをデフォルトにリセットできます。 

[10、50、100、1000、InCH、FrEE] µm（ミクロン）で
表される線形分解能値。 
10 = 10 µm = 0.01 mm 
50 = 50 µm = 0.05 mm 
100 = 100 µm = 0.1 mm 1000 = 1000 µm = 1 mm 
InCH =表示モードと測定単位を設定します 

インチまで（小数点以下 3 桁、例：1.000）。 
FrEE =自由な解像度係数を入力できます。 
例えば 角度表示用（計算基準は最大分解能 0.01mm）。 

* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間。 =終了 

[0.0001、1.0000] rES = FrEE の場合のみ。 
例えば。 円周 785.4mm の回転テーブルに 0.1°の分解
能で 0°から 90°の範囲の角度を表示する必要があ
ります。 総作業範囲は 785.4mm：4 = 196.35mm です。 

FrEE = 900：19635 = 0.0458 デフォルト値= 0.0001 
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間。 =終了 

[0、1、2、3]小数点。 rES = FrEEの場合のみ。                   小
数点の位置を変更します。  
 0 =小数点なし 
1 =小数点以下 1 桁（例：1.0） 
2 =小数点以下 2 桁（例：1.00） 
3 =小数点以下 3 桁（例：1.000） 
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間。 =終了 

[[uP、dn]カウント方向。 uP =上（標準方向） 
dn =下（反転方向） 

* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間。 =終了 

[on、oFF]インクリメンタル測定機能を有効にします
（P キーと*キーを押します）。 
on =機能が有効 
oFF =機能が無効 
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間。 =終了 

メニュー1：パラメータ 
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F_rSt 
[on, oFF] It enables the reset function (by pressing * 
key). 
on = function enabled 
oFF = function disabled 
* = save, P = next parameter, P for 3 s. = exit 

F_rEF 
[on, oFF] It enables the datum function / Reference 
(by pressing * key). 
on = function enabled 
oFF = function disabled 
* = save, P = next parameter, P for 3 s. = exit 

F_oFS 
[on, oFF] It enables the offset function (by pressing P 
and  keys). 
on = function enabled 
oFF = function disabled 
* = save, P = next parameter, P for 3 s. = exit 

rEF 
[-99999, 99999] Datum value, i.e. absolute reference 
value for the measuring system. This value is 
displayed by pressing * key for 3 seconds (displayed 
value includes the set offset values). 
Default value = 0 
* = save, P = next parameter, P for 3 s. = exit 

OFS1 
(-99999, 99999) First offset value Offset 1 (e.g. tool 
correction). This value is added to the current value 
(see 6.2.3). 
Default value = 0 
* = save, P = next parameter, P for 3 s. = exit 

OFS2 
[-99999, 99999] Second Offset value Offset 2. This 
value is added to the current value and to OFS1. 
Default value = 0 
* = save, P = next parameter, P for 3 s. = exit 

OFS3 
[-99999,  99999]  Third  Offset  value  Offset 3. This 
value is added to the current value and to OFS1. 
Default value = 0 
* = save, P = next parameter, P for 3 s. = exit 
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注記 
To set negative values, select sign digit with  key
and  change with  key. If “-”  sign  flashes,  the
negative value is selected; otherwise positive value
is selected. Press * key to save. 

F_SAP 
[on,  oFF]  It  saves  the  last  value  displayed  before
power off. 
on = storage of last value enabled 
oFF = storage of last value disabled 
* = save, P = next parameter, P for 3 s. = exit 

When the setup is accomplished the display shows
"rESEt". 
• Press P key to display rEF + OFS1 + OFSx. 
• Press * key to reset the display. 
• Press P key twice to exit setup. 

6.3.3 メニュー 2: 
RS-485 Ad xx 
[00,  31]  It  sets  the  address of  the  device  (only  if 
ordered with serial interface, -I4 order code). Default 
value = 0 
* = save, P = next parameter 

H_cnt（時間カウント） 
(1/10 h) Hourmeter. It shows the elapsed time
(display  connected to power  supply).  Resolution is
1/10 hour (6 minutes). 

 = hourmeter reset, P = exit 

7 - RS-485 シリアルインタフェース (-I4 注文コード)
If the display is provided with RS-485 serial
interface, the following commands can be used. 
 
7.1 RS-485パラメータ 
Baud rate = 9600 
Data bits = 8 
Parity bit = No 
Stop bit = 1 
Flow control = Xon/Xoff 

7.2 シリアルコマンド 
Serial commands must have the following structure: 

| A D C M N D = X 

[on, oFF] リセット機能を有効にします（*キーを押
す）。on =機能が有効、oFF =機能が無効 

* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間、 =終了 

[on、oFF]オフセット機能を有効にします（P キーと
キーを押します）。 

on =機能が有効 oFF =機能が無効 
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間 =終了 

[on、oFF]データム機能/リファレンスを有効にします
（*キーを押す）。  
on =機能が有効 oFF =機能が無効 
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間 =終了 

[-99999、99999]データム値、つまり測定システムの
絶対基準値。 この値は、*キーを 3 秒間押すと表示さ
れます（表示される値には、設定されたオフセット
値が含まれます）。デフォルト値= 0 

* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間 =終了 

（-99999、99999）最初のオフセット値オフセット 1
（例：工具補正）。 この値は現在の値に追加されま
す（6.2.3 を参照）。デフォルト値= 0 

* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間 =終了 

[-99999、99999] 2 番目のオフセット値オフセット 2。
この値は、現在の値と OFS1 に追加されます。            
デフォルト値= 0 

* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間 =終了 

[-99999、99999] 3 番目のオフセット値オフセット 3。
この値は、現在の値と OFS1 に追加されます。 デフ
ォルト値= 0 

* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間 =終了 

負の値を設定するには、 キーで符号桁を選択し、
キーで変更します。 「-」記号が点滅している場合

は、負の値が選択されています。 それ以外の場合は、
正の値が選択されます。 *キーを押して保存して下さ
い。 

[on、oFF]電源を切る前に表示されていた最後の値を
保存します。on =最後の値の保存が有効 oFF =最後の
値の保存が無効 
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間。 =終了 

セットアップが完了すると、ディスプレイに「rESEt」
と表示されます。 
• P キーを押して、rEF + OFS1 + OFSx を表示します。 
• *キーを押して、表示をリセットします。 
• P キーを 2 回押して、セットアップを終了します。 

[00、31]デバイスのアドレスを設定します 
（シリアルインターフェース、 
-I4 注文コードで注文した場合のみ）。  
デフォルト値= 0 
* =保存、P =次のパラメータ 

（1/10 時間）アワーメーター。 経過時間を表示します
（電源に接続されたディスプレイ）。  
分解能は 1/10 時間（6 分）です。 

=アワーメーターのリセット、P =終了 

ディスプレイに RS-485 シリアルインターフェースが
装備されている場合は、次のコマンドを使用できます。 

ボーレート= 9600 
データビット= 8 
パリティビット=なし 
ストップビット= 1 
フロー制御= Xon / Xoff 

シリアルコマンドは次の構造でなければなりません。 



 
 
where: 
| : PC keyboard symbol 
AD : device address (00 to 31), 2 digit long 
CMND : command (see command list) 
X : value range (see command list) 

Upon receipt of a wrong command the display will 
answer with the same command + ? and checksum 
(e.g. sent command: |02azs → answer |02azs?EF) 
Any common terminal program can be used for 
communication with LD120 (e.g. Hyperterminal). 
Command will be sent after confirmation by ENTER 
key (carriage return). 

Answers are structured as follow: 
 
ADCMND:SXXXXXCK 
where: 
AD : device address 
CMND : command 
XXXXX : value 
CK : checksum 

The checksum is equal to the least significant byte 
of the sum resulting from  the  hex  values  of all 
characters transmitted. 

例 
The displayed position is 8.29. The position of device 
with address 01 is read by means of  the |01TPOS 
command. 
The answer is: 01TPOS:+008290F 
The sum of hex values of all characters is as follows: 
30+31+54+50+4F+53+3A+2B+30+30+ 38+ 32+39 
= 30F 
The least significant byte of 30F is 0F which is the 
checksum. 

7.2.1 コマンドリスト 
(below the device address is indicated with AD) 

デバイスアドレスのゼロ設定 |00RSET 
The address of the device is set to 0. 
 
デバイスアドレス 
|00INIT=X 
[1, 31] It sets the address of the device to value X. 
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デ バ イ ス ア ド レ ス の 表 示
|00DADR 
It  displays the address of the device until P key is
pressed. 

デバイスアドレスの変更| ADRADR = X 
[1,  31]  It  changes the  current  address  AD of  the
device to X. 
Answer:  ADRADR:+XCHKS  (CHKS  is  the  checksum
and X is the new value). 
 
現在位置を読み取る 
 |ADTPOS 
It reads the current position of device AD (resolution
is 0.01mm). 
 
計数方向の変更 
 |ADRDIR=X 
[0, 1] It sets the counting direction. 
X=0 → uP = standard direction 
X=1 → dn = inverted direction 
Answer: ADRDIR:+00000XCHKS 
 
カウント方向を読む 
 |ADTDIR 
It reads the counting direction currently set. 
X=0→uP , X=1→dn 
Answer: ADTDIR:+0000XCHKS 
 
小 数 点    
|ADRDEC=X 
[0, 3] It changes the position of the decimal point. 
0 = no decimal point 
1 = one decimal (e.g. 1.0) 
2 = two decimals (e.g. 1.00) 
3 = three decimals (e.g. 1.000) Answer: 
ADRDEC:+0000XCHKS 
 
ATTENTION: decimal point setting has no influence
on mm/inch display mode (see command |
ADRMMI=0). 

小数点の位置を読み取る 
 |ADTDEC 
It reads the position of the decimal point currently
set. 
X=0→ 0, X=1→ 1, X=2→ 2, X=3→ 3 
Answer: ADTDEC:+0000XCHKS 
 

www.lika.it 
www.lika.biz 

ここで： 
| ：PC キーボード記号 
AD：デバイスアドレス（00～31）、2 桁の長さ
CMND：コマンド（コマンドリストを参照） 
X：値の範囲（コマンドリストを参照） 

間違ったコマンドを受信すると、ディスプレイは同じ
コマンドで応答します+？ およびチェックサム（例：
送信コマンド：| 02azs→回答| 02azs？EF）LD120 との
通信には、任意の共通端末プログラム（例：ハイパー
ターミナル）を使用できます。 ENTER キー（キャリ
ッジリターン）で確認後、コマンドを送信します。 

回答は次のように構成されています。 

ADCMND：SXXXXXCK
ここで： 
AD：デバイスアドレス
CMND：コマンド
XXXXX：値 
CK：チェックサム 

チェックサムは、送信されたすべての文字の 16 進値
から得られた合計の最下位バイトに等しくなります。 

表示位置は 8.29 です。 アドレス 01 のデバイスの位置
は、| 01TPOS コマンドによって読み取られます。 

答えは：01TPOS：+ 008290F 
すべての文字の 16 進値の合計は次のとおりです：30 + 
31 + 54 + 50 + 4F + 53 + 3A + 2B + 30 + 30 + 38+ 32 + 39 
= 30F 
30F の最下位バイトはチェックサムである 0F です。 

（デバイスアドレスの下は AD で示されます） 

デバイスのアドレスは 0 に設定されます。 

[1、31]デバイスのアドレスを値 X に設定します。 

| 00DADR 
P キーが押されるまでデバイスのアドレスが表示され
ます。 

[1、31]デバイスの現在のアドレス AD を X に変更し
ます。 
応答：ADRADR：+ XCHKS（CHKS はチェックサム
で、X は新しい値です）。 

デバイス AD の現在位置を読み取ります（分解能は
0.01mm） 

[0、1]カウント方向を設定します。 X = 
0→uP =標準方向 X = 1→dn =逆方向 
応答：ADRDIR：+ 00000XCHKS 

現在設定されているカウント方向を読み取り
ます。 X = 0→uP、X = 1→dn 
応答：ADTDIR：+ 0000XCHKS 

[0、3]小数点の位置を変更します。 0 =小数点なし 
1 =小数点以下 1 桁（例：1.0） 
2 =小数点以下 2 桁（例：1.00） 
3 =小数点以下 3 桁（例：1.000） 
応答：ADRDEC：+ 0000XCHKS 

注意：小数点の設定は、mm /インチの表示モードには
影響しません（コマンド| ADRMMI = 0 を参照）。 

現在設定されている小数点の位置を読み取ります。 
X = 0→0、X = 1→1、X = 2→2、X = 3→3 
応答：ADTDEC：+ 0000XCHKS 



 
 Mm /インチ表示モード |ADRMMI=X 
[0, 1] It sets mm or inch display mode. 
X=0→ mm 
X=1→ inch 
Answer: ADRMMI:+0000XCHKS 
 
mm /インチ表示モードの読み取り 
|ADTMMI 
It reads the display mode currently set. 
X=0→ mm, X=1→ inch 
Answer: ADTMMI:+0000XCHKS 
 
インクレメンタル測定値関数 
[0、1]インクリメンタル測定機能を有効 
function (by using P and * key combination). 
|ADRRLA=X 
X=0→ oFF (function disabled) 
X=1→ on (function enabled) 
Answer: ADRRAE:+0000XCHKS 

インクレメンタル測定値の読み取り  
|ADTRAE 
It reads the enabling status of the incremental 
measurement function. 
X=0→ oFF, X=1→ on 
Answer: ADTRAE:+0000XCHKS 

インクレメンタル 測定 
[0,  1]  It  switches  from  absolute  display  mode  to 
incremental display mode (relative). 
|ADRRLA=X 
X=0→ oFF (disabled = absolute display mode) X=1→ 
on (enabled = incremental display mode) Answer: 
ADRRAE:+0000XCHKS 
 
インクレメンタル測定値を読む 
 |ADTRLA 
It reads the enabling status of the absolute / 
incremental display mode. 
X=0→ oFF, X=1→ on 
Answer: ADTRLA:+0000XCHKS 

デ ー タ ム 関 数 
|ADRRSE=X 
[0, 1] It enables the datum function (by pressing  * 
key). 
X=0→ oFF (function disabled) 
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データム値設定の有効化 
 |ADRRFE=X 
[0, 1] It enables the setting of the datum value (by
using P and  key combination). 
X=0→ oFF (function disabled) 
X=1→ on (function enabled) 
Answer: ADRRFE:+0000XCHKS 
 
データム値設定の読み取りを有効にする 
 |ADTRFE 
It reads the enabling status of datum value setting. 
X=0→ oFF, X=1→ on 
Answer: ADTRFE:+0000XCHKS 
 
オフセット機能 
|ADROFE=X 
[0, 1] It enables the offset function (by using P and 

 key combination). 
X=0→ oFF (function disabled) 
X=1→ on (function enabled) 
Answer: ADROFE:+0000XCHKS 

オフセット関数の読み取り 
|ADTOFE 
It reads the enabling status of the offset function. 
X=0→ oFF, X=1→ on 
Answer: ADTOFE:+0000XCHKS 

分解能
|ADRRES=X 
[10, 50, 100, 1000] It sets the linear resolution. 
X=10→ 10 µm = 0,01 mm 
X=50→ 50 µm = 0,05 mm 
X=100→ 100 µm = 0,1 mm 
X=1000→ 1000 µm = 1 mm 
Answer: ADRRES:+XCHKS 
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X=1→ on (function enabled) 
Answer: ADRRSE:+0000XCHKS 

 
デ ー タ ム 関 数 の 読 み 取 り 
|ADTRSE 
It reads the enabling status of the datum function.
X=0→ oFF, X=1→ on 
Answer: ADTRSE:+0000XCHKS 

[0、1] mm またはインチの表示モードを設
定します。 X = 0→mm、X = 1→インチ 
応答：ADRMMI：+ 0000XCHKS 

[現在設定されている表示モードを読み取り
ます。 X = 0→mm、X = 1→インチ 
応答：ADTMMI：+ 0000XCHKS 

（P キーと*キーの組み合わせを使用）。 
 | ADRRLA = X 
X = 0→oFF（機能無効）X = 1→オン（機能有効） 
応答：ADRRAE：+ 0000XCHKS 

インクリメンタル測定機能の有効状態を読み取りま
す。X = 0→oFF、X = 1→オン 
応答：ADTRAE：+ 0000XCHKS 

[0、1]アブソリュート表示モードからインクリメンタル表示
モード（相対）に切り替わります。 
 | ADRRLA = X 
X = 0→oFF（無効=絶対表示モード）X = 1→オン（有効=イ
ンクリメンタル表示モード） 
応答：ADRRAE：+ 0000XCHKS 

アブソリュート/インクリメンタル表示モードの有効
状態を読み取ります。 
X = 0→oFF、X = 1→オン 
応答：ADTRLA：+ 0000XCHKS 

[0、1]データム機能を有効にします（*キーを押す）。 
X = 0→oFF（機能無効） 

X = 1→オン（機能有効）         
応答：ADRRSE：+ 0000XCHKS 

| ADTRSE 
データム機能の有効化ステータスを読み取ります。 
X = 0→oFF、X = 1→オン 
応答：ADTRSE：+ 0000XCHKS 

| ADRRFE = X 
[0、1]データム値の設定を可能にします（P と キー
の組み合わせを使用）。 
X = 0→oFF（機能無効）X = 1→オン（機能有効） 
応答：ADRRFE：+ 0000XCHKS 

|ADTRFE 
データム値設定の有効状態を読み取ります。 X = 0→
oFF、X = 1→オン 
応答：ADTRFE：+ 0000XCHKS 

| ADROFE = X 
[0、1]オフセット機能を有効にします（P と 

キーの組み合わせ）。 
X = 0→oFF（機能無効）X = 1→オン（機能有効） 
応答：ADROFE：+ 0000XCHKS 

|ADTOFE 
オフセット機能の有効状態を読み取ります。  X=0→ 
oFF, X=1→ on 
応答: ADTOFE:+0000XCHKS 

|ADRRES=X 
[10, 50, 100, 1000] リニア分解能を設定します。 
X=10→ 10 µm = 0,01 mm 
X=50→ 50 µm = 0,05 mm X=100→ 100 µm = 0,1 mm 
X=1000→ 1000 µm = 1 mm  
応答: ADRRES:+XCHKS 



 
分解能を読む  
|ADTRES 
It reads the resolution value currently set. 
X=10→ 0,01 mm, X=50→ 0,05 mm, 
X=100→ 0,1 mm, X=1000→ 1 mm Answer: 
ADTRES:+XCHKS 
 
自由分解能係数FrEE  
|ADRFRE=X 
[0.0001,  1.0000]  It  sets  the  free  resolution  factor 
FrEE (see section 6.3.2). 
Answer: ADRFRE:+XCHKS 
 
 FrEEファクターの読み取り 
|ADTFRE 
It reads the factor value FrEE currently set. 
Answer: ADTFRE:+X.XXXXCHKS 
 
データム値の設定 
|ADRREF=X 
[-99999,  99999]  Absolute  reference  value  for  the 
measurement system. Resolution is 0.01. 
Answer: ADRREF:XCHKS 
 
データム値の読み取り 
|ADTREF 
It reads the datum value currently set. 
Answer: ADTREF:XCHKS 
 
オフセット1の値の設定
|ADROF1=X 
[-99999,  99999]  It  sets the Offset  1  (OFS1)  value 
(resolution 0.01mm). 
Answer: ADROF1:XCHKS 

オフセット1の値の読み取り 
|ADTOF1 
It reads the Offset 1 value currently set. 
Answer: ADTOF1:XCHKS 
 
オフセット2値の設定 
 |ADROF2=X 
[-99999,  99999]  It  sets the Offset  2  (OFS2)  value 
(resolution 0.01mm). 
Answer: ADROF2:XCHKS 
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オ フ セ ッ ト 2 値 の 読 み 取 り 
|ADTOF2 
It reads the Offset 2 value currently set.
Answer: ADTOF2:XCHKS 

オフセット3値の設定 
 |ADROF3=X 
[-99999,  99999]  It  sets the Offset  3 (OFS3)  value
(resolution 0.01mm). 
Answer: ADROF3:XCHKS 
 
オフセット3の値の読み取り 
|ADTOF3 
It reads the Offset 3 value currently set. 
Answer: ADTOF3:XCHKS 

現在値保存機能 
 |ADRSPE=X 
[0, 1] It saves the last value displayed before power
off. 
X=0→ oFF (function disabled) 
X=1→ on (function enabled) 
Answer: ADRSPE:+0000000XCHKS 
 
現在値保存機能の読み取り |ADTSPE 
It reads the  current enabling  status of the  save
value function. 
X=0→ oFF, X=1→ on 
Answer: ADTSPE:+0000000XCHKS 
 
 
8 - 寸法図とカットアウト 

8.1 ディスプレイカットアウト 
Provide a 68 x 33 mm (w x h) cut-out. 
 
8.2 SM5 センサー 
Check details on product catalog. 
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|ADTRES 
現在設定されている分解能値を読み取ります. 
X=10→ 0,01 mm, X=50→ 0,05 mm, X=100→ 0,1 
mm, X=1000→ 1 mm Answer: 
ADTRES:+XCHKS 

|ADRFRE=X 
[0.0001, 1.0000] 自由分解能係数 FrEE を設定します（セ
クション 6.3.2 を参照）。  
回答: ADRFRE:+XCHKS 

|ADTFRE 
現在設定されている係数値 FrEE を読み取ります。: 
ADTFRE:+X.XXXXCHKS 

|ADRREF=X 
[-99999, 99999] 測定システムの絶対基準値。 分解能は
0.01 です. 
応答: ADRREF:XCHKS 

|ADTREF 
現在設定されているデータム値を読み取ります。 
応答: ADTREF:XCHKS 

|ADROF1=X 
[-99999, 99999] オフセット 1（OFS1）の値（分解能
0.01mm）を設定します。  
応答: ADROF1:XCHKS 

|ADTOF1 
現在設定されているオフセット 1 の値を読み取ります。  
応答: ADTOF1:XCHKS 

|ADROF2=X 
[-99999, 99999] オフセット 2（OFS2）値（分解能 0.01mm）
を設定します。  
応答: ADROF2:XCHKS 

| ADTOF2 
現在設定されているオフセット 2 の値を読み取りま
す。  
応答：ADTOF2：XCHKS 

| ADROF3 = X 
[-99999、99999]オフセット 3（OFS3）値（分解能
0.01mm）を設定します。 
応答：ADROF3：XCHKS 

| ADTOF3 
現在設定されているオフセット 3 の値を読み取りま
す。 応答：ADTOF3：XCHKS 

| ADRSPE = X 
[0、1]電源を切る前に表示された最後の値を保存。 
X = 0→oFF（機能無効） 
X = 1→オン（機能有効） 
応答：ADRSPE：+ 0000000XCHKS 

値保存機能の現在の有効化ステータスを読み取りま
す。X = 0→oFF、X = 1→オン 
応答：ADTSPE:+0000000XCHKS 

68 x 33 mm（w x h）のカットアウトを提供します。 

製品カタログで詳細を確認してください。 
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版 更新版 説明 
0 1.0 初稿 

 1.- SW + マニュアル更新 
5 1.5 「6-セットアップ」章を修正 
5 1.6 一般的な見直し 
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