
Special features
• non-contacting, magnetic
• long life
• electr. angle 720° up to
5760° in 360°-steps available
(equates 2 ... 16 turns)
• continuous analog output
signal across the selected
angle range
• True Power On System:
detection also in unpowered
state, position value is non-
volatile
• available with push-on
coupling or marked shaft
• easy mounting
• protection class IP54 up to
IP67
• 1 or 2 outputs
• resolution 16 bit
• independent linarity up to
±0,03 %
• optional digital interfaces
see separate data sheet

This sensor unites the ability
to measure angles across
multiple turns with the com-
pactnessand pricely atractivity
of multiple turn wirewound
potentiometers.

By combining a single turn
angle detection and a separa-
te turn detection this sensor is
able to measure angles across
multiple turns providing high
resolution and accuracy. Due
to the facts that the sensor 
can detect turns in unpowered
state and that the sensor does 
store turns non volatile, it is a 
real true power on angle sen-
sor in a very compact size.

The sensor works internally
magnetic and hereby contact-
less and serves a very long life
time. By using contactless
technology the sensor has a
high resistance against me-
chanical influences like shock, 
vibration etc.

The measurement range can
be selected between 2 and
16 turns to 5760°. The output
signal (1 or 2 channels) has a
linear behaivour across the
selected measurement range.
This is how the output span is
taken best use of.

The housing is made of a  
special high grade tempera-
ture resistant plastic material.
Fixings are in the form of 
elongated slots which allow 
simplicity in mounting together 
with ease of mechanical ad-
justment.

The special backlash-free
push-on coupling ensures
extremely quick and easy
installation. The transducer is
not sensitive to either dirt or
dampnes. Electrical connecti-
on is made via a shielded
cable which is potted into the
housing.
With the RSM2800 for the
first time a compact and 
contactless solution can be 
provided that makes in many 
places actual costly solutions
like gear drives and so this
sensor can help to reduce
total cost of systems.

Applications can be found in
many areas like printing
machines, drive and steering
systems, wire length sensors,
gate and door drives, in 
mobile applications such as 
lifts, in paper industry, in  
robotics and in common as 
a replacement for wirewound 
potentiometers or encoders.

Description

Housing high grade, temperature resistant plastic

Shaft stainless steel

Bearings bronze sleeve bearing

Electrical connections shielded cable, 4 x AWG26

M12 connector with short cable

NOVOTURN
Multiturn Sensor
non-contacting

Series RSM2800
analog
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 NOVOTURN
 マルチターンセンサ
 非接触ブラシレス仕様

 RSM2800 シリーズ
 アナログ出力 

本センサはコンパクト且つ低価格
な多回転巻線型ポテンショメータ
で、多回転にわたる角度測定が
可能です。

１回転分の角度検知と回転数検知
を組み合わせることで、高精度・
高分解能の多回転角度測定を実
現しています。 
電源が入っていない状態でも回
転を検知・記憶できる非常にコン
パクトなサイズのセンサです。

ホール効果による角度検出を行っ
ており、センサ内部は非接触と
なっていて非常に長寿命です。
そのため、衝撃、振動などの機
械的影響に対しても耐性がありま
す。

測定範囲は 2 回転から 16 回転
（5760°）まで選択可能です。 
出力信号（1 または 2 出力）は、
測定範囲内で優れたリニアリティ
を持っています。
そのため、出力範囲が最大限ま
で生かせます。

ハウジングは、高品位耐熱性プラ
スチックで作られています。
取り付け部は細い長穴なので、取
り付けやすく機械的な調整も簡単
です。

バックラッシュのない差し込みタ
イプは、さらに迅速で簡単な取
り付けが可能です。
また、埃や湿気の影響を受けま
せん。 
電気的な接続は、外皮に絶縁樹
脂が埋め込まれたシールドケー
ブルで行ないます。
RSM2800 はコンパクト且つ非
接触による多回転測定を初めて
実現し、歯車駆動などの多くの
場所で存在するコストの問題を
解決しました。

印刷機やステアリングシステム、
測長、ゲートやドアの駆動装置
などの様々な分野、またリフトな
どの移動用途、紙産業、ロボッ
ト産業、さらに、巻線式ポテンショ
メータやエンコーダでは置き換
えなどに広く利用されています。

特長
• 磁気方式による非接触多回転センサ
• 長寿命
• 電気的測定角度 720°.... 5760°
  （360°毎 /2 ...16 回転に相当）
• 角度の範囲に従いアナログ信号を
  連続出力 
• 測定角度の保持 : 電源が切れて
  いる状態でも角度を検知
• シャフトは差し込みタイプとマーク
  付きタイプを用意
• 簡単取付
• 保護構造 IP54 ... IP67
• 1 または 2 出力
• 分解能 最大 18 ビット
• 単独リニアリティ ±0,03 %

説明
ハウジング ハイグレード、耐熱性プラスチック

PPS-GF40 / SF50
シャフト ステンレス、X8CrNiS18-9 1.43
ベアリング スリーブベアリング（銅製）
電気的接続 シールドケーブル , 4 x0.5mm2(AWG20）

M12 コネクタケーブル、４または 8 ピン、L=0.15m
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Recommended hole pattern

2 x Ø 4,3 oder 2 x M4

Recommended dimensions of driving shaft

for RSM2821 and RSM2841.

Parallel offset < 0.05 mm.

Shaft versions

When the shaft marking
points to the cable outlet, the
sensor is in a full turn position.

Connection assignment

Signal M12 connector Cable

Ground 3 brown

Supply voltage 1 green

Signal output 1 2 white

Signal output 2 / not assigned 4 yellow

Cable shielding connect to ground.
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キー溝

駆動シャフトの推奨寸法
RSM2821/RSM2841/RSM2871 用
平行オフセット＜0.05mm

　中心径 -φ

シャフトマークがケーブル出口を指していれば、センサーはフルター
ンの位置にあります。

接続
信号 M12 コネクタ ケーブル
電源 1 緑
出力信号 1 2 白
接地 (GND) 3 茶
出力信号 2 / 未設定 4 黄
ケーブルのシールド線は接地

　　　　(X)- シャフトマーク

シャフトの種類

取り付け穴加工の推奨寸法　
2×Ø4.3 または 2×M4
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Output signals measurement range 15 ... 16 turns

Output signals measurement range 2...14 turns出力特性　2 ... 14 回転

出力特性　15...16 回転

　電圧

出力 1（CW)

出力 2（CCW)

測定範囲外

測定範囲

定格範囲 =5760°
測定範囲外

U= 回転数

角度

　　2...14 回転　最大

　最小

　電圧

　　　定格範囲（15 ～ 16 回転）

測定範囲外
測定範囲

測定範囲外

　最大

　最小
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出力 1（CW)

出力 2（CCW)

U= 回転数

角度
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Linearities

Measuring range 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 turns

Lineraity typ. 0,250 0,167 0,125 0,100 0,083 0,071 0,063 0,056 0,050 0,045 0,042 0,039 0,036 0,033 0,031 %

Linearity max. 0,350 0,267 0,225 0,200 0,183 0,171 0,163 0,156 0,150 0,145 0,142 0,138 0,136 0,133 0,131 %

Technical Data RSM - 28 _ _ - _ _ _ - 2 _ _ - _ _ _ 

ratiometric 

RSM - 28 _ _ - _ _ _ - 11_ - _ _ _ 

Analog voltage 

RSM - 28 _ _ - _ _ _ - 12 _ - _ _ _

Analog current

Mechanical Data

Dimensions see dimension drawing

Mounting 2 fillister head screws M4 and washer

Starting torque of mounting screws with 

washer at housing flange 

180 Ncm

Mechanical travel 360 continuous °

Permitted shaft load (axial and radial) 

static or dynamic force 

20 N

Torque 0.15 (IP54), 0.5 (IP65), 1.0 (IP67) Ncm

Permitted operational speed 800 min-1

Weight ca. 50 g

Electrical Data

Supply voltage Ub 5 ±0,5 24 ±6 24 ±6 VDC

Number of channels 1 / 2 1 / 2 1

Output signal ratiometric

load > 10 kΩ

0,1...10 V

load > 10 kΩ 

4...20 mA, load < 500 Ω

Load supply current 30 typical mA

Reverse voltage yes

Short circuit protection yes (signal to Ub and ground)

Measuring range 0 ... 720°, 0...5760 (360° steps) °

Resolution 16 bit

Repeatability ±0.1 %

Hysteresis < 0.1 %

Independent linearity 0.25...0.031 (s. table below) %

Start-up time typ. 10 ms

Response time max. 2 ms

Temperature error of output signal ±0,15 ±0,31 ±0,625 % FS

Insulation resistance (500 VDC) > 10 M½

Wire diameter ca. 0.14 mm2 (AWG 26) mm2

Environmental Data

Temperature range -40...+85 °C

Insensibility against magnetic DC fields < 15 mT

Vibration (IEC 680002-6) 5...2000 Hz 

Amax = 0.75 mm 

amax = 20 g

Shock (IEC 68000-2-27) 50 (6 ms) g

Life > 50 x 106 (mechanical) movements

MTTF (DIN EN 13849-1

parts count method, w/o load)

175 single

175 (per output, with 2 outputs)

184 single

184 (per output, with 2 outputs)

186 years

years

Functional Safety When using our produkcts in safety-related systems, please contact us

Protection class (nach DIN EN 60529) IP54 / IP65 / IP67

EMC compatibility EN 61000-4-2 electrostatic discharges (ESD) 4kV, 8kV

EN 61000-4-3 electromagnetic fields 10V/m

EN 61000-4-4 electrical fast transient / burst 1kV

EN 61000-4-6 conducted disturbances, induced by RF fields 10V/m eff.

EN 61000-4-8 power frequency magnetic fields 3A/m

EN 55011/EN 55022/A1 radiated disturbances class B

技術的仕様 RSM - 28 _ _ - _ _ _ - 2 _ _ - _ _ _
比例出力

RSM - 28 _ _ - _ _ _ - 11_ - _ _ _
アナログ信号（電圧）

RSM - 28 _ _ - _ _ _ - 12 _ - _ _ _
アナログ信号（電流）

機械的仕様
外形寸法 寸法図参照
取付け M4 平頭ねじ 2 本とワッシャによる
取り付けネジの締付トルク
ハウジングフランジ用ワッシャ

180 Ncm

機械的動作範囲 360°（連続） °
許容シャフト荷重
固定または動作時

20 N

トルク 0.15 (IP54), 0.5 (IP65), 1.0 (IP67) Ncm
最大動作速度 800 min-1

重量 約 50 g
電気的仕様
供給電圧 Ub 5（4.5...5.5） 24（18...30） 24（18...30） VDC
出力信号数 1 / 2 1 / 2 1
出力信号 比例出力

( 負荷 ≧10kΩ)
0,1...10 V
( 負荷 ≧10kΩ)

4...20 mA
負荷 < 500 Ω

消費電流 30 （標準） mA
逆電圧保護 有り（出力と +Ub 間）
短絡保護 有り（GND と +Ub 間）
測定範囲 0 ...720°から 0...5760 (360°毎 ) °
分解能 16 bit
繰り返し精度 ≦0.5 ±°
ヒステリシス ≦1 °
単独リニアリティ 0.25...0.031 ( 下表参照 ) %
起動時間 typ. 10 ms
応答時間 最大 .2 ms
出力信号の温度係数 ±0,15 ±0,31 ±0,625 % FS
絶縁抵抗 (500V DC) ≧ 10 M½
ケーブルサイズ AWG 26, 0.14 (AWG 20, ケーブル断面＝0.5mm2) mm2

使用環境
温度範囲 -40...+85 / M12 コネクタ仕様 -25...+85 ℃
DC 磁界の影響（不感応） < 15 mT
振動 (IEC 680002-6) 5...2000 Hz

Amax = 0.75 mm
amax = 20 g

衝撃 (IEC 68000-2-27) 50 (6 ms) g
寿命 > 50 x 106 ( 機械的 ) 回
MTTF (DIN EN 13849-1
パーツ・カウント・メソッド，負荷なし）

175(１出力タイプ )
175（2 出力中の 1 出力）

184(１出力タイプ )
184（2 出力中の 1 出力）

186 年
年

機能的安全性 安全関連のシステムに使用する場合は、お問い合わせください
保護構造 (DIN EN 60529) IP54 / IP65 / IP67
EMC 適合性 EN 61000-4-2 electrostatic discharges (ESD) 4kV, 8kV

EN 61000-4-3 electromagnetic fields 10V/m
EN 61000-4-4 electrical fast transient / burst 1kV
EN 61000-4-6 conducted disturbances, induced by RF fields 10V eff.
EN 61000-4-8 power frequency magnetic fields 3A/m
EN 55011/EN 55022/A1 radiated disturbances class B

直線性
測定範囲 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 回転
リニアリティ（標準） 0,250 0,167 0,125 0,100 0,083 0,071 0,063 0,056 0,050 0,045 0,042 0,039 0,036 0,033 0,031 %
リニアリティ（最大） 0,350 0,267 0,225 0,200 0,183 0,171 0,163 0,156 0,150 0,145 0,142 0,138 0,136 0,133 0,131 %
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 Supply Voltage Ub
1: Ub = 24 V (18.0 ... 30 V)
2: Ub = 5 V (4.5 ... 5.5 V)

 Electrical connection
201: Round cable 4-pol., shielded, L = 0.5 m
202: Round cable 4-pol., shielded, L = 1 m
206: Round cable 4-pol., shielded, L = 3 m
210: Round cable 4-pol., shielded, L = 5 m
220: Round cable 4-pol., shielded, L = 10 m
501: M12 x 1 connector shielded, straight; L = 150 mm

other cable lengths and assembled connectors on request

Output configuration
1: rising curve CW
2: rising curve CCW
3: 2 crossed outputs, Ch1 rising CW, Ch2 rising CCW
    (only Ub = 5 V (2 _ _) and output 0...10 V (11_)
other characteristics on request

 Output signal Ub = 24 V (1 _ _)

1: 0 ... 10 V

2: 4...20 mA

Output signal Ub = 5 V (2 _ _)

1: 0.25 ... 4.75 V ratiometric to Ub

2: 0.5 ... 4.5 V ratiometric to Ub

Number of turns output characteristics
from 002 = 2 turns to 016 = 16 turns, increment 1 turn
003, 006, 010, 016

other angles on request

Series Mechanical version
2801: 6 mm shaft with marking, IP54*
2831: 6 mm shaft with marking, IP65*
2861: 6 mm shaft with marking, IP67*
2802: 6 mm shaft with flattening, IP54
2832: 6 mm shaft with flattening, IP65
2862: 6 mm shaft with flattening, IP67
2821: push-on coupling, IP54
2841: push-on-coupling, IP65
2871: push-on-coupling, IP67
other shaft versions on request

– 02 2

Recommended accessories
Process-controlled indicators
MAP300/400/4000 with
display.

Novotechnik
Messwertaufnehmer OHG

Postfold 4220
73745 Ostfildern (Ruit)
Horbstraße 12
73760 Ostfildern (Ruit)

Telefon +49 711 4489-0
Telefax +49 711 4489-118
info@novotechnik.de
www.novotechnik.de

© 08/2013

Subject to changes. 

Printed in Germany.
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Ordering specifications

Preferred types printed in bold:

• delivery time up to 25 pcs. within 10 working days

• no low volume surcharge 

X turns correspond to an electrical angle of X • 360°

* not recommended for new designs

■見積・注文・各種お問い合わせ
〒 355-0311
埼玉県比企郡小川町高谷 2452-5
TEL：050-3386-5980　　
FAX：0493-81-4771　　
Mail： Inside-sales@b-plus-kk.jp

注文仕様

太字は標準品

Novotechnik
© 10/2016

シリーズ

回転数出力特性
002=2 回転 ～ 016=16 回転まで、1 回転ずつ増加
003, 006, 010, 016
その他の角度については要望に応じます。

出力信号 Ub =24V (1 _ _)
1:0.1 ...10 V
2:4...20 mA
出力信号 Ub =5V (2 _ _)
1:0.25 ...4.75V  （供給電圧 Ub に比例：5...95％）
2:0.5 ...4.5 V  （供給電圧 Ub に比例：10...90％）

電気的接続
201: シールドケーブル 4 芯、L=0.5m
202: シールドケーブル 4 芯、L=1 m
206: シールドケーブル 4 芯、L=3 m
210: シールドケーブル 4 芯、L=5 m
220: シールドケーブル 4 芯、L=10 m
501：M12×1 コネクタケーブル（ストレート ), シールド付 ,L = 150mm
ケーブルの長さとコネクタの組合せは要望に応じます。

出力設定
1: 時計回り(CW) で増加
2: 反時計回り(CCW) で増加
3: 交差 2 出力 / 出力 1：時計回りで増加、出力 2：反時計回りで増加

（Ub=5V(2_ _)、出力電圧 0...10V(11_）の場合のみ）
その他の特性については要望に応じます。

X 回転は X • 360°の電気的角度に相当します。
* 新規設計には推奨しません。

供給電圧 Ub
1:Ub = 24 V (18.0 ...30 V)
2:Ub = 5 V (4.5 ...5.5 V)

機械的仕様
2801:6 mm マーキング付シャフト , IP54*
2831:6 mm マーキング付シャフト , IP65*
2861:6 mm マーキング付シャフト , IP67*
2802:6 mm 平面加工付シャフト , IP54
2832:6 mm 平面加工付シャフト , IP65
2862:6 mm 平面加工付シャフト , IP67
2821: 差し込みタイプ , IP54
2841: 差し込みタイプ , IP65
2871: 差し込みタイプ , IP67
その他のシャフト形状についてはお問い合わせ下さい。

 推奨アクセサリ
 プロセス制御表示器  MAP300/400/4000

■仕様などの掲載内容は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
■ ( 株 ) ビー・アンド・プラスは、Novotechnik 社の日本における代理店です。
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