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™ エンコーダ用 BiSS ® C モード（一方向）

BiSS C モード（一方向）の更に詳しい説明については、 レニショーデータシート L-9709-9001 を参照してください。

BiSS プロトコルの詳細については、 BiSS のウェブサイトを参照してください： www.biss-interface.com

RESOLUTE エンコーダについて
レニショーの RESOLUTE BiSS エンコーダは、 C モード（一方向）BiSS シリアルプロトコルを使用しています。

• ロータリーエンコーダは、 シングルターンです（一周あたり 2n カウント、 回転カウントなし）。

• リニアエンコーダは、 製品データシートに示したように様々な分解能 （と最大測定長）のものを用意しています。

BiSS インターフェースの説明
BiSS C モード（一方向）は、 エンコーダから位置データを取得するための高速同期シリアルインターフェースで、 マスター/スレ
ーブインターフェースになっています。 マスターが位置取得のタイミングおよびデータ送信速度を制御し、 エンコーダがスレーブに
なります。 このインターフェースは、  次の 2 対の一方向ディファレンシャル出力から構成されています。

• “MA” は、マスターからエンコーダに位置取得要求とタイミング情報（クロック）を送信します。
• “SLO” は、エンコーダからマスターに、 MA に同期した位置データを転送します。

下図は、データの出力を示します。

データ形式

以下に一般的な要求サイクルの経過を説明します。

1. マスターはアイドル時に MA ラインをハイに保持します。 エンコーダは、SLO ラインをハイに維持することで準備完
了状態を伝えます。

2. マスターは、クロックパルスを MA に送信し始めることによって、位置取得を要求します。

3. エンコーダは、MA の 2 番目の立ち上がりで  SLO ラインをローに設定してこれに応答します。

4. “Ack” ピリオドの完了後に、エンコーダは上図のように、クロックと同期したデータをマスターに送信します。

5. すべてのデータを送信すると、マスターがクロックを停止し、MA ラインをハイに設定します。

6. エンコーダが次の要求サイクルに対応する準備ができていなければ、SLO ラインをローに設定します

（タイムアウトピリオド）。

7. エンコーダで次の要求サイクルに対応する準備が完了すると、SLO ラインをハイに設定してこれをマスターに伝えます。
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データの説明

• Ack

 これは、リードヘッドが絶対位置を計算する期間です。
下表のタイミング情報を参照してください。

• スタートおよび  “0”（各 1 ビット）
 エンコーダは、データの送信を開始することをマスターに伝えるためにスタートビットを送信します。
 スタートビットは常にハイで、“0” ビットは常にローです。

• 位置（26 または 32 ビット）

 絶対位置データは、バイナリフォーマットで、MSB を最初に送信します。 ロータリーエンコーダの場合、一周あたりちょうど 2n カ
ウントとなり、この後カウントがゼロに「ラップアラウンド」されます。
[位置データの最下位ビットを無視することで、低い分解能にすることができます。]

• エラー（1 ビット）

 エラービットは、アクティブローです。 “1” は、送信された位置情報がリードヘッドの内部安全チェックアルゴリズムにより、正確であ
ることが検証されていることを示します。“0” は、 内部チェックがエラーとなり、位置情報を信頼できないことを示します。
システム仕様より温度が高い場合でもエラービットは”0”にセットされます。

 RESOLUTE システムの動作温度限界は、製品データシートに指定されています。

• 警告（1 ビット）
 警告ビットは、アクティブローです。 “0” は、エンコーダスケール（および/または読み取りウィンドウ）をクリーニングする必要
があることを示します。 警告ビットは、位置ビットの信頼性を示すものではないことに注意してください。 この目的には、
エラービットのみを使用してください。

• 位置データの CRC（6 ビット）
  位置、エラー、警告データの CRC 多項式は、 x6 + x1 + x0 です。 これは、MSB を最初に送信し、反転した形式です。 
スタートビットおよび  “0” ビットは、CRC 計算から省略されます。 

• タイムアウト
 RESOLUTE エンコーダは、40 µs ごとに位置データを取得する能力があります（最大要求サイクルレート 25 kHz）。 従って、
要求サイクルの開始と次のサイクルの開始までには 40 µs が経過する必要があります。 しかし、40 µs が経過する前にデー
タ送信が完了する場合もあります。 この場合は、40µs が経過するまでエンコーダが SLO ラインをローに保持して、マスターに
これを伝えます。 これがタイムアウトピリオドです。

エンコーダのリセット
マスターは、クロックを停止し、MA ラインをハイに保持することによって、要求サイクル中にいつでもエンコーダをリセットす
ることができます。 上に書かれた状況と同じようにタイムアウトがなされます。”SLO” はタイムアウトピリオドの間はハイかロ
ーです。



ライン遅延補正
マスターとエンコーダ間で送信される信号には、マスターとエンコーダ間のケーブル長と信号伝達遅延により遅延が発生
します。 この遅延は、クロック速度が遅い場合（クロック周期よりも遅延が大幅に短い場合）には影響がありません。 しかし、
クロック速度が速い場合、マスターでライン遅延補正を実施する必要があります。 マスターは、MA の2番目の立ち上がり
を送信してから、SLO の “Ack” の立ち下がりを受信するまでの時間を測定して、往復時間を評価します。

最大ケーブル長

250 kHz

1 MHz

2 MHz

5 MHz

10 MHz

95 m

20 m

8 m

0.5 m

NA

100

100

100

100

50

MA のクロック速度 ライン遅延補正を
実施しない場合

ライン遅延補正を
実施する場合

注意 :

1.  すべての数値は、提供されている長さ10 メートルまでのケーブルと、残りのケーブル長にレニショーの 14 芯の延長ケーブル
（A-9531-0238）を使用して RESOLUTE リードヘッドをインストールした場合のものです。

2.  リードヘッドコネクタの供給電圧が  5 V ±10% に維持されるよう注意してください。
50 メートル以上の長さの延長ケーブルを使用する場合は、電源にスペアの 8 x 26 awg 芯を使用すると共に、
RESOLUTE リードヘッドのケーブルを 5 メートルに制限して電圧低下を防止することをお勧めします。

3.  この表は、マスター内の伝達遅延を考慮していないことにご注意ください。

最小値

のクロック速度

要求サイクルレート

サンプリング時間

RESOLUTE の内部
ライン遅延

ケーブル長によるラ
イン遅延

最小値 平均値 単位 注意最大値

タイミング情報

4.000

10

20

10

25

4.025

42.5

µs

MHz

kHz

µs

ns

ns/m

Ack ピリオドは、常に MA の立ち上がりで終わることに注意
してください。 従って、MA のクロック速度が遅い場合は、
Ack 時間が 20 µs を超過する可能性があります。

如何なるリクエストサイクルに中で、MAのクロックスピード
は一定でなければならない。デューティー比は1:1である必
要がある。

MA のすべてのクロック速度には 25 kHz を実現するこ
とができないため、注意してください （データ送信に時
間がかかるため）。

MA の最初の立ち上がりから測定。

これは、RESOLUTE エンコーダの内部伝達遅延です
（MA から SLO）。

これは、RESOLUTE ケーブルで伝達される信号の往復
遅延です（つまり、マスターからエンコーダまでとエンコ
ーダからマスターまで）。

0.25 

3.975
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