データシート
L-9517-9350-03-A

RGSZ 20 スケール

レニショー特許の RGSZ20 ゴール
ドスケール（20µm ピッチ）は任意
で選択可能な IN-TRAC ™ リファレ
ンスマークが特徴のひとつです。
こ
のリファレンスマークはスケールに
直接刻み込まれた独自の設計をし
ており、ボタンを押すだけで自動的
に位相調整を行えるようになってい
ます。
RGSZ20 スケールは、
ダイナミック信号処理、非
常に低い周期誤差（±30nm）、1nm の最高分解
能といった特徴のある TONiC™ エンコーダに適
しています。
専用の両面テープが付属します。取付けは短時
間で簡単に行えるため、量産にも、現場での 1
度限りの交換にも適します。

在庫管理を簡素化し、生産上の柔軟性を高め
られるよう、取付け時に必要な長さにカット
できる使い勝手のよいリール形式での納品
が可能です。
RGSZ20 は、金属、花こう岩、セラミック、複合
材をはじめとするほとんどの一般的な産業用
材料に取付け可能です。
スケール端を機材にエポキシ接着のエンド
クランプでしっかりと固定するため、穴をあけ
る必要がありません。
また、断面積が非常に
小さいため、機材と一体化して熱膨張率が機
材と同じになります。
スケールと機材の動き
の差が、温度が大幅に変化する場合でも極め
てゼロに近くなっています。

• インクリメンタルスケールに直接
刻んだ IN-TRAC オプティカル
リファレンスマーク
• TONiC エンコーダシステムに
対応
• 必要な長さにカットして使える
利便性
• 最大長 50m
• 一人で素早く簡単に取付け可能
• 大半の一般的な産業用材料に
取付け可能
• 両面テープ式
• デュアルリミットで測定軸両端の
検出が可能
• リニアリティー±3µm/m
• RGSN20 は IN‑TRAC リファレン
スマークなしで納品
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(注：RGSN20 には リファレンスマークがありません）

リファレンスマークの間隔

50±0.1

//

移動範囲におけるリードヘッドのオプティカルディテクタの位置

P リミット
(A-9653-0138)

スケールを固定しリードヘッドを
動かした際のカウント増加方向
リファレンスマーク
セレクター (A-9653-0143)

測定長 (ML)

リードヘッドの取付けとアクセサリーの詳細については、T100x のインストレーションガイド (M-9653-9184) を参照してください。
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エンドクランプ
(A-9523-4015)

リファレンスマークセ
レクターと P/Q リミッ
トの詳細図

13.5

Q リミット
(A-9653-0139)

（Q リミットを
使用しない場
合 20）

3.7

注：リファレンスマークセレクターの磁
石のこの端を IN‑TRAC リファレンスマ
ークの±1mm 以内に配置する必要があ
ります。

0.2

RGSZ20 スケールの取付け図

注 1： 機材の表面粗さは 3.2µm 未満とする必要があります。
ガイドとスケール表面の平行度（リードヘッドの取付け高さのばらつ
き）は、0.05mm 以内とする必要があります。
注 2： F = 移動軸。
注 3： リードヘッドの向きに対するリファレンスマークセレクターとリミットアクチュエータの位置関係を示しています。
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スケール長

全長 ML + 85（Q リミットを使用しない場合 ML + 70）

データシート
RGSZ20 スケール

寸法と公差（単位 mm）

データシート
RGSZ20 スケール

技術仕様
スケール
タイプ

RGSZ20-S 保護ラッカーコーティング剤を塗布した高剛性のゴールドスチールテープス
ケール。
両面テープを付き。
RGSZ20-T 保護ラッカーコーティング剤を塗布した高剛性のゴールドスチールテープス
ケール。
両面テープなし。
注：上記スケールの RGSN20 系にはリファレンスマークが付きません。

ピッチ

20µm

リニアリティー

±3µm/m

スケール長

RGSZ20 100mm～50m。50mm 単位の販売（50m 超は特注です）
RGSN20 10mm～50m。10mm 単位の販売（50m 超は特注です）

機材の材質

熱膨張率が 0～23µm/m/°Cの金属、セラミック、複合材（スチール、
アルミニウ
ム、インバー材、花こう岩、セラミックなど）

熱膨張率

スケール端をエポキシ接着のエンドクランプで固定することで機材の熱膨張
率と一致

端部の固定方法

エポキシ接着のエンドクランプ (A-9523-4015)
認定エポキシ接着剤 (A-9531-0342)
スケール端部の移動：平均 1µm 未満（40°Cまで）

温度

湿度

動作時

−10°C～100°C（スケールのみ。
リードヘッドのデータシートもあわせて参照し
てください）
取付け時最低温度 10°C
相対湿度 95%（結露なきこと）EN 60068-2-78

リファレンスマーク
タイプ

インクリメンタルトラックに直接刻んだ IN-TRAC リファレンスマーク。
（公称）50mm 間隔。双方向の位置繰り返し再現性。

選択

磁気アクチュエータ (A-9653-0143) を任意の位置に配置してリファレンスマー
クを 1 個選択

繰り返し精度

システム定格速度と動作温度範囲全域で分解能と一致した繰り返し精度（双
方向）

リミットスイッチ
タイプ

磁気アクチュエータ
（信号出力用のくぼみがある Q リミットとくぼみがない P
リミット。RGSZ20 スケールの取付け図を参照）

トリガーポイント

リミットの出力は、
リードヘッドのリミットスイッチセンサーがリミットの磁石の
エッジを通過したときに通常行われますが、磁石のエッジの 3mm 手前で出力
される場合もあります

取付け方法

任意の位置

繰り返し精度

0.1mm 未満
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データシート
RGSZ20 スケール

スケールのパーツ No.
RGSZ20-S
IN-TRAC リファレンスマークを刻んだ、両面テープ付き 20µm ピッチのラッカーコーティングテープスケール。
パーツ No.

A-9420-xxxx

長さ

単位

リファレンス
マークの
間隔

スケールの端から最
初/最後のリファレンス
マークまでの距離

発注方法

100mm～50,000mm

50mm

50mm

50mm

xxxx は cm 単位の長さで、上限は
5,000cm です。例えば、A-9420-0450
は 4,500mm になります。

RGSN20-S
IN-TRAC リファレンスマークがない、両面テープ付き 20µm ピッチのラッカーコーティングテープスケール。
パーツ No.

長さ

単位

リファレンス
マークの
間隔

スケールの端から最
初/最後のリファレン
スマークまでの距離

発注方法

A-9430-xxxx

10mm～50,000mm

10mm

N/A

N/A

xxxx は cm 単位の長さで、上限は
5,000cm です。例えば、A-9430-0450
は 4,500mm になります。

RGSZ20-T

IN-TRAC リファレンスマークを刻んだ、両面テープなし 20µm ピッチのラッカーコーティングテープスケール 。
パーツ No.

長さ

単位

リファレンス
マークの
間隔

スケールの端から最
初/最後のリファレン
スマークまでの距離

発注方法

A-9421-xxxx

100mm～50,000mm

50mm

50mm

50mm

xxxx は cm 単位の長さで、上限は
5,000cm です。例えば、A-9421-0450
は 4,500mm になります。

RGSN20-T
IN-TRAC リファレンスマークおよび両面テープがない 20µm ピッチのラッカーコーティングテープスケール。
パーツ No.

長さ

単位

リファレンス
マークの
間隔

スケールの端から最
初/最後のリファレン
スマークまでの距離

発注方法

A-9431-xxxx

10mm～50,000mm

10mm

N/A

N/A

xxxx は cm 単位の長さで、上限は
5,000cm です。例えば、A-9431-0450
は 4,500mm になります。
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RGSZ20 スケール

アクセサリのパーツ No.
リファレンスマークとリミットの磁石*
内容

パーツ No.

接着式リファレンスマークセレクターの磁石

A-9653-0143

ボルト固定式リファレンスマークセレクターの磁石

A-9653-0290

接着式 Q リミットスイッチアクチュエータの磁石

製品イメージ

A-9653-0139

ボルト固定式 Q リミットスイッチアクチュエータの磁石

A-9653-0291

接着式 P リミットスイッチアクチュエータの磁石

A-9653-0138

ボルト固定式 P リミットスイッチアクチュエータの磁石

A-9653-0292

磁石アプリケータ
リミットおよびリファレンスマークの磁石のスケールへの取付け
と配置の補助用

A-9653-0201

* 長めのリミットの磁石も用意しています。 詳細については、レニショーまでお問い合わせください。

RGSZ スケールアプリケータ
内容

パーツ No.

RGSZ サイド取付け用スケールアプリケータ

A-9653-0182

RGSZ トップ取付け用スケールアプリケータ

A-9653-0273

製品イメージ

エンドクランプ
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内容

パーツ No.

RGC-F エンドクランプキット
（エポキシ接着固定）

A-9523-4015

エンドクランプキット
（エポキシ接着固定、
スリムタイプ）

A-9523-4027

RGG-2（二液混合タイプのエポキシ接着剤）

A-9531-0342

製品イメージ

レニショー株式会社
東京オフィス
〒160-0004
東京都新宿区四谷4-29-8
レニショービル
T 03-5366-5316

名古屋オフィス
〒461-0005
愛知県名古屋市東区東桜1-4-3
大信ビル
T 052-961-9511

E japan@renishaw.com
www.renishaw.jp

対応製品

TONiC
RGSZ
RGSN

世界各国でのレニショーネットワークについては、www.renishaw.com/contact をご覧ください。
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