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NSKリニアガイドの組付け
〔第一部：工作機械編〕

このたびは、「NSKリニアガイド」を、
ご採用頂き、誠にありがとうございま
す。この資料では、当社リニアガイド
を工作機械などに組付けるときの要領
及びリニアガイドの取扱い上の注意に
ついて、ご説明します。

工作機械向けとしては高い剛性と、
耐久性・耐衝撃性に充分な信頼のある
ローラガイドRAシリーズ、または長い
実績を持つリニアガイドLAシリーズを
推奨しています。

NSKリニアガイドは、直線運動をつ
かさどるレールと、循環するボールま
たはころを用いて、テーブルの姿勢や
剛性を維持するベアリングからなって
います。
（注意）LAシリーズはレールからベア
リングを抜き取るとボールが脱落しま
すので、取扱いには十分ご注意くださ
い。

レール 
ころ 
ころ保持ピース 

ベアリング 
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NSKリニアガイド　取扱い注意事項
NSKリニアガイドは、高品質で使い易く、

安全設計となっています。より安全にご使用い

ただけますよう、以下の項目にご注意くださ

い。

（1）潤滑

①防錆油仕様で納入される場合には、防錆油を

よく拭き取り、潤滑剤を封入してからご使用

ください。

②油潤滑でご使用になる場合、ベアリングの取

付状態によっては油が軌道面まで行き渡らな

いことがあります。このような場合の潤滑方

法はNSKにご相談ください。

（2）取扱い

①ランダムマッチング品のベアリングは、仮軸

に組み込んだ状態で納入されます。レールへ

の組み付け時には取り扱いにご注意ください。

②各部をみだりに分解することは、ごみの侵入

や各部組立て精度劣化の原因となります。や

むを得ない場合の他は分解を行わないでくだ

さい。

③レールを傾けるだけでベアリングが移動する

場合がありますので、レールから外れないよ

うご注意ください。

④標準のエンドキャップはプラスチック製です。

たたいたりぶつけたりすると破損する危険性

がありますのでご注意ください。

（3）使用上の注意

①ごみや異物はできる限り侵入しないようにし

てご使用ください。

②使用環境により腐食性のある溶剤、クーラン

トなどが飛散する場合には、ジャバラまたは

カバー等によりリニアガイド本体への付着を

避けてください。

③使用温度限界は通常80℃以下（耐熱仕様を

除く）としてください。これを超えるとプラ

スチック製のエンドキャップが損傷する危険

性があります。

④お客様にてレールを切断されるような場合に

は、切断面のバリやカエリは十分除去してく

ださい。

⑤ベアリングを逆さ吊り状態（例えば、レール

を天井に固定しベアリングを下向きにして使

用する様な場合）では、万一エンドキャップ

が破損してボールが飛び出してしまうと、ベ

アリングがレールから外れて落下する恐れが

あります。このような用途については、安全

装置を追加する等の処置を実施してください。

（4）保管

①レールの保管姿勢が悪いと曲がりが発生する

ことがあります。保管に際しては、適当な面

に載せて水平位置で保管してください。

潤滑油確認

分解禁止

落下注意

取扱い注意

衝撃付加禁止

80℃ 
Max

ごみ注意

逆さ吊り注意

最高温度注意

保管姿勢注意
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そして、各々の測定機により、測定できる項目が異なりますので、目的に応じて
使い分ける必要があります。

水準器は、気泡の移動量を読み取る
ものが一般的ですが、電気的に傾きを
計測し、デジタル表示するものもあり
ます。どちらも“ピッチング・ローリ
ング”の2つの方向の角度ゆれを測定で
きます。

ストレートエッジとダイヤルゲージ
又は、電気マイクロメータの組合せで
は、測定環境により異なりますが、一
番多くの変動要素、すなわち“ピッチ
ング・ヨーイング・ローリング”及び
“上下動・左右動”を測定できます。

オートコリメータは、光の反射角に
より角度変化を読み取る原理のため、
“ピッチング・ヨーイング”を容易に読
み取れます。
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『リニアガイドの工作機械への組付け』においては、試作組付けで、充分測定
データをとり、確信して組付けることが大切です。リニアガイドを初めて使用する
試作組付けにおいては、機台の取付面精度及びリニアガイドの精度を測定しておき、
テーブルの精度との関係を明確にする必要があります。これにより、機械の目的の
加工精度を得るための機台取付面精度や、リニアガイドの精度等級の選定のよしあ
しや、さらには、どの程度の精度測定を行えば、量産組付けにおいて、リニアガイ
ドを二度と外すことなく、機械の組立が進められるかということが推定できます。
では、当社リニアガイドを初めて工作機械に組付ける場合の要領について、ご説

明します。

機台とテーブルの取付面のバリや
出っ張りを油砥石で取り除きます。
取付面に低粘度のマシン油等を薄く

塗っておくと防錆に効果があります。

これで、機台測定の準備ができましたので、測定の前に、測定器と、どのような
ことの測定ができるかをご紹介します。

ここで、運動精度を測定するにあた
り、物体の運動の成分を確認しておき
ます。物体は、前後、上下、左右の各
方向の移動と、各方向を軸とした回転
のローリング、ヨーイング、ピッチン
グに分けられます。

ピッチング 

上下 

左右 
前後 

ヨーイング 

ローリング 
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また、A2面の真直度も同様に測定し
ますが、このときストレートエッジは、
いっさい動かさずに置いておくことが
大切です。

２つの測定結果より、A1面とA2面
の平行度も求めることができます。

リニアガイドの取付台のB1面の真直
度は、A面と同じように、ダイヤルゲー
ジを固定し、B面に平行に置いたスト
レートエッジ側面にダイヤル端子を当
て、測定します。

A2面 

調整側 
A2面 

z,   m

y mm

A1面とA2面の平行度 

基準側 

z   m

調整側 
z,   m

z0　m

y mm

／ymm

z0   m

B1面 

基準側 
B1面 

x   m

y mm

精機製品_別冊_初.qxd  2016.1.27 11:44  ページ 6

— 5 —

レーザー測定機では、“ピッチング・
ヨーイング・前後動”を高い精度で読
み取れます。しかし、測定機の持ち運
びが大変であることや、セッティング
の時間がかかる欠点を持っています。

そこで、この資料の測定では、現場で実用性の高いストレートエッジとダイヤル
ゲージの組合せによる測定を中心として行います。

リニアガイドのレールが取付けられ
る機台の面としては、レール底面が当
たるA面とレール側面が当たるB面の各
2面があります。
これらの面の真直度及び、平行度を

測定します。

基準側リニアガイドを取付ける機台
の取付面A1面の真直度は、A1面上に
基準ブロックを置き、これにダイヤル
ゲージを固定し、A1面と平行に置いた
ストレートエッジの上面にダイヤル端
子を当て、測定します。このとき、基
準ブロックをしっかり両手で押さえ、
B1面に押し付けるようにして、所定の
ピッチずつ動かしてください。

A1
B1

B2

A2

A1面 

基準側 
A1面 

基準ブロック 

z   m

y mm
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これで、リニアガイド取付台の精度測定は完了しましたので、リニアガイドの取
付けをご説明します。

NSKリニアガイドは、ダンボールの
梱包箱に納められています。梱包箱の
中には、ポリエチレンフィルム梱包さ
れたリニアガイド及び、そのリニアガ
イドを保証する検査成績証（または検
査合格証）が同封されています。

また、レール取付穴用のキャップの
要請のあったものには、キャップが同
封されています。

精度等級P3・P4・P5級品の場合、
検査成績証に測定値が記載されていま
す。
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B2面の真直度も同様に測定します。
この場合も、ストレートエッジは、

動かさずに置いておくことが大切です。

B1面とB2面の平行度もA1面とA2
面の場合と同様に求めることができま
す。

B2面 

調整側 
B2面 

x,   m

y mm

基準側 

x   m

調整側 

y mm

／ymmB1面とB2面の平行度 

x,   m

x0　m

x0   m
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この基準レールと、調整レールの見
分けは、レール側面の製造番号の後に
ついた記号で行います。
『KL』と印してある方が基準レール

です。

リニアガイドに塗布されている防錆
油を拭き取ってください。

さて、準備ができましたので、リニアガイドを機台に乗せてください。

基準側レール（'KL'マーク付き）であ
ること、レールの取付面が機台の取付
基準面に向い合うことを確認してから
ベアリングをレールに付けたままで
レールを機台の取付面に静かに載せ、
取付ボルトを仮締めします。これで
レール底面が機台に密着した状態とな
りました。

このとき、レールが機台の取付基準
面に密着するよう横押ししてください。
横押し板などをボルトで締め付ける場
合は11ページの表1の締付トルクを基
本として行ってください。ただし、取
付基準面の剛性が低い場合には適宜調
節が必要です。

基準レールの 
印“KL” 

RA351200ALC2-0
0P53    

 6Y-0
01KL
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梱包を解くと、リニアガイドのレー
ル側面に製品の名番と製造番号が、ベ
アリング側面には、製造番号が印され
ているのが見えます。

また、レール及びベアリングには、
取付基準面を示す『取付面用溝』がつ
いています。

一対のリニアガイドは同じように見
えますが、1本は基準側で、組み付けら
れている数個のベアリング取付基準面
とレール取付基準面の間の寸法の相互
差を精度規格で定めています。この寸
法相互差を定めていないリニアガイド
で、ベアリングを誤ってテーブルの取
付基準面に当たるように組むと、鎖線
のようにテーブルがリニアガイドの移
動方向と傾いた状態となってしまいま
す。
一般的には、基準側以外のリニアガ

イドには、テーブルに取付基準面は設
けられませんので、特別な指定のない
限り、このようなベアリング間の寸法
相互差は押えてありません。このリニ
アガイドを調整側と呼んでいます。

取付面用溝 

W2
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リニアガイドは、機台の精度になら
いますので、中凸の機台に対しては、
中凸となります。このようにならない
時には、機台や床がゆれる等の測定に
問題がある場合もありますので、注意
が必要です。

最後に、テーブルを取付けて、組立
体としての運動精度を確認してくださ
い。確認はサドル、または仮のテーブ
ルで行ってもかまいません。右は角度
変化の測定イメージ図です。（ローリン
グの場合はピッチング成分を減じる必
要があります。）

先ず、ベアリングをテーブルにあわ
せて配置させ、静かにテーブルをベア
リングの上に載せ、取付ボルトを全て
仮締めます。
テーブルの肩とベアリングの取付基

準面が十分に密着するよう、テーブル
を横押ししながら基準側のベアリング
取付ボルトを増締めします。
その後、調整側のベアリング取付ボ

ルトも増締めます。
ここで、テーブルを手で動かしてみ

てストローク中に摩擦が大きくなるな
どの異常がないことを確認してくださ
い。（正しい手順で取り付けられている
ことが確認できます。）
全てのボルトを表1の締付トルクを基

本として締め付けます。

リニアガイドは、組立体とすること
により、ベアリング一つ一つにおける
狭い範囲の真直度やストローク全長に
対する真直度は良くなります。
しかし、これは、機械の機台剛性や、

取付精度と関係が深いので、この組付
けにおいて一連に測定しましたデータ
は、貴社の機械ごとの大切な特性値で
あり、量産する時、組付け指示書の作
成に不可欠なものとなります。
なお、組付完了後のリニアガイド表

面には防錆油またはグリースを塗布し
ておくことをおすすめします。

x1   m
x   m

y mm

x ：取付面の真直度 
x1 ：テーブルの真直度 

ピッチングの測定 

ヨーイングの測定 

ローリングの測定 
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レール取付ボルトは一方のレール端
から他方の端に向かって本締めします。
表1の締付トルクを基本として行ってく
ださい。このとき、図のように、左側
に機台の取付基準面がある場合、向こ
う側から手前側へとボルトを締めてく
るようにします。こうするとボルトの
回転力でレールを機台の取付基準面に
押し付ける力が発生します。

このように、機台にリニアガイドを
組み付けましたら、ベアリング2個を鋼
板の仮テーブルでつなぎ、その上にダ
イヤルゲージを固定し、機台の基準面
を測定した時と同じ手順で、ストレー
トエッジを使い、組付けたリニアガイ
ドのピッチング精度を測定してくださ
い。

同じように、ヨーイング精度の測定
を行います。そして、得られたデータ
を機台の基準面データと比較し、リニ
アガイドを取付けることによる運動精
度の変化を確認してください。

手前側 

向こう側 

締
め
て
く
る
方
向 

① ② ③ ④ 

表1 ボルトの締付トルク（SCM材の場合）

ボルト呼び番号 締付トルク ボルト呼び番号 締付トルク
M2.3 0.38 M10 43
M2.5 0.58 M12 76
M3 1.06 M14 122
M4 2.5 M16 196
M5 5.1 M18 265
M6 8.6 M22 520
M8 22 — —

単位：N・m
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このたびは「NSKリニアガイド」をご採用頂き、誠にありがとうございます。こ
の資料では、当社リニアガイドを一般産業機械に組付ける際の要領、およびリニア
ガイドの取扱い上の注意点について、ご説明します。
一般産業機械においては、工作機械などの場合と同様に、リニアガイドの取付基

準面を使い組付ける場合と、取付基準面を使用せず平滑面に組付ける場合がありま
す。リニアガイドの取付基準面を使い組付ける方法については、『第一部：工作機械
編』をご参照頂くとして、ここでは、平滑面に組付ける方法についてご説明します。

一般産業機械用には、自動調心性が大きく取付誤差吸収能力の高い「NH、NS、
LWシリーズ」を中心に、様々なシリーズを用意しています。さらに、ベアリング
の追加や取替えが容易なように、レールとベアリングのランダムマッチング（互換
性）を可能とした製品を標準設定しているので、短納期対応が可能です。

「NH、NS、LWシリーズ」はレール
とベアリングのランダムマッチング(互
換性)が可能となっているため、レール
とベアリングは別個に在庫されていま
す。
ベアリングは、仮軸と呼ぶプラスチッ

クの軸に組付けられており、何回でも、
どのレールへも組付けられるように
なっています。

NSKリニアガイドの組付け
〔第二部：一般産業機械編〕
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以上のように、リニアガイドの組付けは簡単な作業で、どなたにも容易に行えま
す。
最後に、NSKリニアガイドの機能を十分にご活用頂けるよう、組付けの際の取付

誤差許容値に関し、説明します。
レール組付けの際の取付誤差としては、『2軸の平行度許容値：e1』と、『2軸の

高さ許容値：e2』があげられます。

LAシリーズ取付誤差許容値 単位：µm
形式

項目 予圧 LA25 LA30 LA35 LA45 LA55 LA65
2軸の平行度許容値e1 Z3 15 17 20 25 30 40

Z4 13 15 17 20 25 30
2軸の高さ許容値e2 Z3, Z4 185µm/500mm

取付誤差は少ないほど直線運動精度や耐久性に良い影響を与えますので、貴社の
製品の信頼性を高めるためにも、十分な管理をおすすめします。取付誤差許容値の
考え方については総合カタログをご参照ください。

以上述べましたように、リニアガイド組付けそのものは何も難しいことはありま
せんが、区間ごとに測定チェックを加えリニアガイドを組付け、機械として完成し
てしまってから分解することのないよう配慮して頂くことを推奨します。
実際に工作機械メーカー殿では、この組付けを基本として、自社に合ったチェッ

クを入れることにより、リニアガイドを能率的に問題無く組付けています。
その他、『NSKリニアガイド』の取扱い、ご質問等につきましては、最寄りの

NSK支社・営業所までお問い合わせください。

e2

500

e1

RAシリーズ取付誤差許容値 単位：µm
形式

項目 予圧 RA15 RA20 RA25 RA30 RA35 RA45 RA55 RA65
2軸の平行度許容値e1 Z3 5 7 9 11 13 17 19 30
2軸の高さ許容値e2 Z3 150µm/500mm

NHシリーズ取付誤差許容値 単位：µm
形式

項目 予圧 NH15NH20NH25NH30NH35NH45NH55NH65

2軸の平行度許容値e1
Z1, ZZ 18 20 25 30 35 45 55 70
Z3, ZH 13 15 20 25 30 40 45 60

2軸の高さ許容値e2 Z1, ZZ, Z3, ZH 330µm/500mm
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次に、リニアガイドの取付けについてご説明します。

レールとベアリングは、それぞれポ
リエチレンフィルム梱包された上、ダ
ンボールの梱包箱に納められています。
梱包箱には、それらを保証するラベル
表示がされています。

なお、レール取付穴用のキャップが
ご入用の場合には、追加注文をお願い
します。
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仮軸からベアリングを外してもボールは落ちない設計（保持器付）となっていま
すが、ゴミや切屑等が入ってしまう可能性もありますので、なるべく仮軸より外さ
ないことをおすすめします。

それではまず、仮軸からレールへの取付け・取り外しの要領について、ご説明し
ます。

ベアリングは、ボールを介して溝が設けられた仮軸に組付けられ、抜け出さない
ようゴムバンドまたは固定バンドにより保持されています。
なお、ゴムバンドは、仮軸より外れてしまわないように、仮軸両端の凹部に入り込
むようになっています。

ベアリングをレールに取付け、または取り外す場合には、仮軸の端面部がレール
端面部から離れないように保持し、ベアリングを移動し、移し換えます。
仮軸にベアリングを取り外し後しばらく放置する場合には、念のため、再びゴム

バンドまたは固定バンドにて保持しておくことを推奨します。
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次に、そのリニアガイドのベアリング上に、テーブル(貴社の移動台)を載せ、
本締めされたレール上のベアリングと、仮締めされたレール上のベアリング1個を
表1の締付トルクで固定してください。仮締めされたレール上の残りのベアリング
は仮締め程度としておきます。
テーブルをレール取付ボルトピッチ毎に動かしながら、仮締めされたレール上の

本締めしてあるベアリング間近のレール取付ボルトを表1の締付トルクで締め付け
ていきます。これを一方の端から他方へ向かって順次行います。
テーブルをいったん戻してから残りのベアリングも本締め後、先程の手順と同様

に残ったレール取付ボルトも表1の締付トルクで締め付けていきます。テーブルを
手で動かしてみて摩擦が大きくなるなどの異常がなければ完了です。
なお、組付完了後に表面には防錆油またはグリースを塗布しておくことをお奨め

します。

以上のように、リニアガイドの組付けは簡単な作業で、どなたにも容易に行えま
す。しかし、前述の方法は、『滑らかに動くこと』だけを目的とした組付け方法です。
テーブルの運動精度（真直度）の管理を必要とする場合には、以下のような測定

を行う必要があります。

基準側レール 調整側レール 

表1のトルクにて締付け 

締付け 

表1のトルクにて締付け 

仮締め 
表1のトルクにて 

締付け 
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梱包からレールを取出し、防錆油を拭き取ってください。
なお、ベアリング内にはNSK標準グリースが封入されていますので、そのままご使
用頂けます。

さて、準備ができましたので、リニアガイドを機台に載せてください。

そして、まず、レールをボルトで軽
く締まる程度、『仮締め』を行います。
これでレール底面が機台に密着した状
態となります。

レール端のボルトより、トルクレンチ
等で『本締め』してください。

なお、機台の取付基準面や横押しのない平面にリニアガイドを取付ける場合、レー
ルの取付けボルトをレール中央部より振り分けて締めますと、ボルト座面でこじら
れ、S字状にレールが取付けられてしまうことがあります。従って、NSKでは、レー
ル端のボルトより締付けることを推奨しています。

右図のように、機台に基準となるレー
ルを組付けましたら、次にもう一本の
レールを機台上に置き、両端のレール
間の距離をノギス等にて測定し、レー
ルスパンが得られたところで両端のボ
ルトのみを『仮締め』してください。

手前側 

向こう側 

締
め
て
く
る
方
向 

① ② ③ ④ 

仮締め 
本締めされた 

レール 
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最後に、NSKリニアガイドの機能を十分にご活用頂けるよう、組付けの際の取付
誤差許容値に関し、ご説明します。
レール組付けの際の取付誤差としては、『2軸の平行度許容値：e1』と、『2軸の

高さ許容値：e2』があげられます。

取付誤差は少ないほど、直線運動精度や耐久性に良い影響を与えますので、貴社
の製品の信頼性を高めるためにも、十分な管理をおすすめします。取付誤差許容値
の考え方については総合カタログをご参照ください。

以上のように、リニアガイド組付けそのものは何も難しいことはありませんが、
適宜、測定チェックを工程中に入れて頂き、機械として完成してしまってから分解
することのないよう配慮して頂くことを推奨します。また、今後とも『NSKリニア
ガイド』のご愛用を、よろしくお願い申し上げます。

その他、『NSKリニアガイド』の取扱い、ご質問等につきましては、最寄りの
NSK支社・営業所までお問い合わせください。

項目 予圧
形式

NH15 NH20 NH25 NH30 NH35 NH45 NH55 NH65
Z0,ZT 22 30 40 45 55 65 80 110

2軸の平行度許容値e1 Z1,ZZ 18 20 25 30 35 45 55 70
Z3,ZH 13 15 20 25 30 40 45 60

2軸の高さ許容値e2
Z0,ZT 375µm/500mm
Z1,ZZ,Z3,ZH 330µm/500mm

項目 予圧
形式

NS15 NS20 NS25 NS30 NS35
Z0,ZT 20 22 30 35 40

2軸の平行度許容値e1 Z1,ZZ 15 17 20 25 30
Z3,ZH 12 15 15 20 25

2軸の高さ許容値e2
Z0,ZT 375µm/500mm
Z1,ZZ,Z3,ZH 330µm/500mm

e2

500

e1

NHシリーズ取付誤差許容値

項目 予圧
形式

LW17 LW21 LW27 LW35 LW50

2軸の平行度許容値e1
Z0,ZT 20 20 25 38 50
Z1,ZZ 9 9 13 23 34

2軸の高さ許容値e2
Z0,ZT 100µm/500mm
Z1,ZZ 45µm/500mm

LWシリーズ取付誤差許容値

NSシリーズ取付誤差許容値
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まず、初めのレールを機台に取付け
る時、ストレートエッジとダイヤル
ゲージを使い、レールの真直度を出し
て締付ける必要があります。
レール両端の取付ボルトを仮締めし、

ダイヤルゲージの読みで「A1≒A2」
となるように、ストレートエッジを配
置します。
これを基準にダイヤルゲージでレー

ルとの平行度を測定しながらレールを
調整し、ボルトを仮締めします。この
とき、ストレートエッジが動かないよ
うにしてください。この作業はレール
の一方の端から他方に向かって行いま
す。組付けの真直度は、貴社の機械と
して必要な真直度と同じにしてくださ
い。
最後に全てのボルトを表1の締付トル

クで締め付けて、ダイヤルゲージで真
直度を再確認してこの作業を終了しま
す。

本締めされた『基準レール』上のベ
アリング2個を仮テーブルでつなぎ、そ
の上にダイヤルゲージを固定し、機台
上に乗せたレールの取付基準面にダイ
ヤル端子を当て、片端より順番にレー
ル取付ボルトを締めてください。
組付完了後に表面には防錆油または

グリースを塗布しておくことをおすす
めします。
なお、調整側レールの取付けは基準

側レールの取付けの際に使用したスト
レートエッジを基準とする方法もあり
ます。

また、『滑らかに動くこと』だけが目的とされるテーブルであっても、安定した量
産を目指すのであれば、平行度も定量的にチェックし、組付けることをおすすめし
ます。

ストレート 
エッジ ブロック 

ダイヤル 
ゲージ 

A2

A1

� 
� 

� 
� 
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