
X-LRT-AEC シリーズユーザマニュアル 
コントローラ、リニアエンコーダ、ダストカバーを内蔵した高負荷、高精度リニアステージ

 
免責事項 

Zaber 社のデバイスは、製品の使用または故障により人身傷害、死亡、または物的損害が発生する可能性がある重要な医

療、航空、または軍事アプリケーションまたは状況での使用を意図していません。 Zaber 社は、当社製品の使用に起因する

怪我またはその他の損害に対する一切の責任を負いません。  

注意事項 

Zaber 社のモーションコントロールデバイスは精密機器であり、取り扱いには注意が必要です。 特に、可動部分の取り扱いに

は注意が必要です。 定格スラスト荷重を超える軸方向荷重、軸方向および半径方向の衝撃、ほこりやその他の汚染物質、

およびドライブコンポーネントへの損傷を避けてください。 これらは、記載された仕様を下回るデバイスのパフォーマンスを低

下させます。  

このドキュメント全体で使用される規則 
 固定幅タイプは、デバイスとの通信を示します。 記号はキャリッジリターンを示します。これは、ターミナルプログラム

を使用しているときに Enter キーを押すことによって実現できます。 

 （T：xx）が後に続く ASCII コマンドは、同じ結果を達成するレガシーT シリーズ Binary プロトコルコマンドを示します。 

例えば、 

move abs 10000（T：20：10000）は、move abs ASCII コマンドが Binary コマンド番号 20 でも実行できることを示していま

す。 

すべての ASCII コマンドに同等のバイナリコマンドがあるわけではありません。 

クイックチュートリアル 

Zaber コンソールを使用してデバイスと通信することをお勧めします。 その他のソフトウェアオプションについては、ソフトウェ

アページを参照してください。 使用可能なコマンドの詳細については、プロトコルマニュアル（プロトコルマニュアル）を参照し

てください。 
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初期セットアップ 

               

1. RS-232「Prev」および「Next」コネクタを使用して、統合されたすべてのデバイスとコントローラをデイジーチェーンで接続

します（詳細については、デイジーチェーン結線デバイスを参照してください）。  

2. 次に、1 つ以上のデバイスに電源を供給します。 多くの製品は、デイジーチェーンケーブルを介して電力を共有してい

ます。 それぞれの緑色の電源インジケータが点灯します。 

3. ノブを回してデバイスを移動します。 ほとんどのデバイスは、1 つの移動限界でホームセンサーに到達するまで、一方

向にのみ移動します。 次に、完全な移動中に両方向に移動します。  

4. Zaber コンソールをダウンロードしてインストールします。 Zaber コンソールを起動します。  

5. 5.最初のコントローラが接続されている通信ポートを選択します。 システムで使用可能な通信ポートを見つける方法に

ついては、以下を参照してください。 付録 A - 利用可能な通信ポート.  

6. 複数のデバイスが検出された場合、Zaber Console はそれらに番号更新 (T:2)ように指示する場合があります。 チェー

ン内の最初のデバイス（コンピューターに最も近い）がデバイス 1 になり、次がデバイス 2 になります。 

初期化 

デバイスの電源を入れるかリセットするたびに、デバイスをホームポジションに戻す必要があります。 これは、home (T:1) 

command を個々のデバイスまたはすべてのデバイスに送信することで実現されます。 これが完了するまで、ほとんどのデバ

イスは、センサーに向かう 1 方向の動きのみを許可します。  

アプリケーションで毎回の電源投入後にデバイスをホームに戻すことができない場合は、tools parking (T:65)を参照してくださ

い。パーキングを使用すると、デバイスをオフにして、最初に軸をホームに戻さなくても後で使用できます。  

デバイスの使用 

一般的に使用されるいくつかの ASCII コマンドとそれに対応するバイナリコマンドを以下に示します。 使用可能なコマンドの

完全なリストについては、Protocol Manual を参照してください。 

コマンド  説 明  
/1 1 get pos  (T:60)  デバイス＃1 軸＃1 の現在の位置を問い合わせます。 

 
手動制御ノブ 

次段ユニットへ 
（オプション） 

電源 

コンピュータ 
（又は前段デ

バイスより） 

コネクタの順序とノブの配置は、デバイス間で大きく異な

る場合があります。 



/1 1 move abs 10000  (T:20:10000)  デバイス＃1、軸＃1 を 10000 マイクロステップの位置に移動します。  

/2 1 move rel -12800  (T:21:-12800)  デバイス＃2、軸＃1 を負方向に 12800 マイクロステップ移動します。 

/1 stop  (T:23)  
デバイス 1 のすべての軸を減速して停止します。軸番号 0 または軸番号なしは、 

デバイス上のすべての軸、またはデバイス自体を意味します。 

/move vel 153600  (T:22:153600)  

すべてのデバイスとすべての軸を正の方向に速度 153600 で移動します。 

デバイスアドレス 0 またはデバイスアドレスなしは、チェーン内のすべてのデバイスを

意味します。 

 

デバイス設定の変更 

特定のデバイス設定をカスタマイズする場合の例をいくつか示します。各設定の詳細については、プロトコルマニュアル

（Protocol Manual）を参照してください。  

コマンド  Description  

/1 set maxspeed 100000  (T:42:100000)  デバイスのすべての軸の速度を設定します。 

/1 get maxspeed (T:53:42)  軸の最大速度を問い合わせます。 

/1 system restore  (T:36)  デバイス 1 のすべての設定をデフォルトに戻します。 

 
ファームウェアの更新 

新機能とバグ修正へのアクセスを許可するために、この Zaber デバイスは Zaber コンソールを介してリモ

ートで更新できます。 こちらの手順に従って更新してください：            

www.zaber.com/FirmwareUpdate  

デバイスの概要 

コネクタ 

すべての画像は、デバイスを眺めたとおりに表示されています。 

 

 

 

電源 

 

ピン  説明 

1  24 - 48 V  

2  GND（注：Zaber の電源はこのピンを AC アースに接地します） 

注記: 静電気の蓄積によるデバイスの損傷を防ぐために、デバイスは適切に接地する必要があります。 Zaber が X シリーズ

デバイスに提供する電源は非絶縁型であるため、電源のマイナス端子を介してデバイスシャーシをアースします。 何らかの

理由で絶縁型電源を使用している場合は、電源コネクタのマイナス端子を AC アースに接続して、デバイスが接地されている

ことを確認してください。  



 

RS-232 通信 

 

ピン  前段  次段   
1  電源  電源  
2  グランド  グランド   
3  受信  送信   

4  送信  受信   

デフォルトの（初期値）設定 

 ボーレート: 115200 

 プロトコル: Zaber ASCII 

仕様 

 サポートされるプロトコル: Zaber ASCII, Zaber Binary 

 サポートされるボーレート: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 

 ビット数: 8 

 パリティ: 無し 

 ストップビット: 1 

 フロー制御: 無し 

インジケータ 

Green（緑） - 電源 

 オン：コントローラ作動中。 

 1 秒に 2 回点滅：電源電圧またはコントローラの温度が範囲外です。 

 点灯と消灯が遅い: デバイスは停止しています。 tools parking (T:65)を参照してください。  

Red（赤） - システムエラー 

 点灯/点滅：エラー発生。Zaber Technical Support.に連絡してください。  

Yellow（黄） - 通信/ビジー（稼働中） 

 オン：デバイスが移動しているか、データが転送されています。 

 点滅：デバイスはノブを介して手動で制御されています（速度モード）。 点滅速度は移動速度に比例しま

す。 

 1 秒に 2 回点滅：チェックサム付きで送信された ASCII コマンドでパケット破損が発生しました。 

Blue（青） - 警告/エラー 

 1 秒に 2 回の点滅：過熱、範囲外の電圧、またはその他のドライバーの障害により、ドライバーが無効になっています。 

またはユーザーからの要求にて発生。 Fx Warning Flags.を参照. 

 一時的に、移動中：デバイスが滑っています。 

 2 秒毎のオン/オフサイクル：デバイスが脱調して停止しました。 

 点滅：停止中のデバイスに強制的に位置ずれ発生（1 秒ごとに 2 回短い点滅）、またはエンコーダーが読み取りエラー

を検出し、FQ warning flag が立った（2 秒ごとに 5 回短い点滅）。 

 

前段 次段 



取り付け 

X-LRT-AEC は、次のようにコンピュータに接続できます。  

1. M8-USB アダプター（X-USBDC）をコンピュータの USB ポートの 1 つに差し込み、デバイスをアダプターに接続します。 

コンピュータに接続するには、延長ケーブルを使用する必要がある場合があります。 コンピュータの電源を切ったり、再

起動したりする必要はありません。 

2. 電源プラグをデバイスの電源コネクタに接続します。 緑の LED が点灯し、デバイスに電力が供給されていることを示し

ます。 

3. 追加のデバイスを簡単に最初のデバイスにデイジーチェーン接続できます。 以下のデイジーチェーン接続デバイス

（Daisy-Chaining Devices）を参照してください。 

4. ソフトウェア」ページから Software をインストールします。 初期設定では、Zaber Console のご使用お勧めします。 

 

 
簡単な最初のテストとして、次のように入力してみてください。  

/renumber  (T:2) 
/1 home  (T:1) 
/1 move rel 10000  (T:21:10000) 

上記の move コマンドのパラメーター10000 は、10000 マイクロステップを指定しています。 デバイスのマイクロステップサイ

ズ（デフォルトの分解能）とそれが変位にどのように変換されるかを確認するには、最初に製品概要ページ（product 

overview）に移動し、デバイスを見つけてクリックし、デバイスの Web ページに移動して、[シリーズの仕様]タブをクリックしま

す。マイクロステップサイズ（デフォルトの解像度）は、[グループの仕様]セクションまたは[比較]セクションの製品仕様のリスト

に表示されます。  

デイジーチェーンデバイス 

複数のデバイスは、前段および次段コネクタを介してチェーンでシリーズ接続できます。 これにより、コンピュータへの 1 本ケ

ーブル接続にて任意の数のデバイスを制御できるようになり、ケーブル接続の煩雑さが軽減されます。 さらに、X シリーズデ

バイスはデイジーチェーンを介して電力を伝送するため、ほとんどの場合、電源はチェーン内の 1 デバイスにのみ接続するだ



けです。 デバイスがチェーンに追加またはチェーンから削除されるときはいつでも、デバイスアドレスの競合を防ぐために、

renumber (T:2)コマンドを送信する必要があります。  

 

T シリーズおよび A シリーズデバイスと X シリーズデバイスをデイジーチェーン接続するには：  

 接続する前に、すべてのデバイスが同じ通信プロトコルとボーレートに設定されていることを確認します。 チェーンに T

シリーズデバイスが含まれる場合、通信プロトコルは 9600 ボーレートのバイナリでなければなりません。 

 チェーンの先頭（コンピューターに最も近い）で X シリーズデバイスを接続します。 この構成により、必要なアダプターケ

ーブルの数が減ります。 

 T-XDC（または A-MCB2 をデイジーチェーン接続する場合は S-XDC）アダプターケーブルを、チェーン内の最後の X シ

リーズデバイスの次のポートと、T シリーズまたは A-シリーズデバイスの前のポートに接続します。 

 X シリーズデバイスに供給される電力は、チェーン内の T シリーズまたは A シリーズデバイスには送信されません。 

 複数のシリーズをデイジーチェーン接続する場合の接続ケーブルの選択については、Zaber Technical Support にお問

い合わせください。 

物理的なインストール 

                       

M6（または 1/4 "-20）ソケットキャップネジ（35 mm 以上）でステージを固定します。 



                      

2 式のステージを XY 構成に直接取り付けることができます。  

  

ヒント: ピッチ、ロール、ヨー、ランアウトの精度を最高にするには、ステージを既知の平らで硬い表面に取り付けてくだ

さい。出荷前テストでは、グラナイトテーブル、グレード A の平面度で実施しています。  

転倒の危険! キャリッジに荷物を取り付ける前に、ステージが安全な面に固定されていることを確認してください。 負荷

が搭載されたステージは転倒の危険があります。 搭載物がステージのキャリッジにしっかりと取り付けられていることを確認

してください。  

バックドライブ（逆送運転）の危険! ステージを垂直に取り付けて荷物を持ち上げる場合は、荷重は以下の表の値を超

えないようにしてください。 この負荷を超えると、特に停電時にデバイスがバックドライブされ、コントローラが損傷してけがを

する可能性があります。 

駆動ネジタイプ バックドライブ力(N)  
A タイプ バックドライブ発生危険なし （リードねじが細目で落下の心配なし） 
B タイプ 420 N （約４２Kg）  
D タイプ 40 N  （約４Kg） 
H タイプ 157 N （約１５．７Kg） 

 
メンテナンス 

寿命を延ばすために、リニアベアリングにグリースを塗ることをお勧めします。 温度、汚れ、負荷構成など、グリースとベアリ

ングの寿命には多くの要因が影響しますが、次のグラフはガイドラインを示しています。 Shell Gadus S2 V220 2 または同様

のリチウム増粘石油グリースで潤滑してください。  



 
 

Remove dust cover 

Careful, dust cover edges are sharp!  

Pinch Hazard! You will need to move the stage with the power on while greasing. Be careful 
not to squish anything, especially fingers or hands, between the carriage and the end plates.  

                        

Remove the dust cover clamps at each end of the stage by removing their M3 screws.  

                     

Remove the carriage ramps by removing their screws.  

LRT リニアベアリング再潤滑計画 

時

間 

負荷 

平均速度（mm/s） 

ダストカバー取外し作業 

要注意！ダストカバーのエッジは鋭利です！ 

ピンチハザード！ 潤滑剤注入作業時は電源を入れたままステージを動かす必要がありま

す。 キャリッジとエンドプレートの間に、特に指や手をはさみ込まないように注意してく

ださい。 

M3 ネジを外して、ステージの両端にあるダストカバークランプを取り外します。 

ネジを外してキャリッジランプを取り外します。 



  

                    

Slide out the carriage cover.  

                     

ダストカバーを引き出します。 注意！ ダストカバーエッジはシャープです！ 

  

                   

Insert angled syringe tip into grease hole in bearing end cap. With the power on and using the 
manual control knob (if equipped), move the stage about 100 mm (4") while squeezing grease in 
from the syringe. Don't drive the carriage close to the ends of the stage where the risk is greater of 
squishing the syringe or your fingers. Repeat with the other three end caps.  

Reinstall dust cover  

キャリッジカバーを引き出します。 

傾斜が付いたシリンジチップをベアリングエンドキャップのグリース穴に挿入します。 電源を入れ、手動コントロールノブ（装

備されている場合）を使用して、シリンジからグリースを押し込みながらステージを約 100 mm（4 "）動かします。ステージの端

近くでは危険なのでキャリッジを動かさないでください。 シリンジまたは指が押しつぶされる危険があります。他の 3 つのエン

ドキャップについても繰り返して下さい。 

ダストカバーを再度取り付けてください。 



                   

Slide dust cover into carriage, above angled sliding pads but below thin channel near the top. 
Position the dust cover so it's about even at both ends  

                   

Install one carriage end ramp and slide the top sheet in the thin channel near the top.  

  

                    

Attach the other carriage end ramp.  

                    

Position the dust cover so it comes close to the clamp holes at each end.  

  

傾斜したスライドパッドの上で、上部近くの細い溝の下にあるダストカバーをキャリッジにスライドさせます。 両端

がほぼ揃うようにダストカバーを配置します 

1 つのキャリッジエンドランプを取り付け、上部シートを上部近くの細い溝にスライドさせます。 

もう一方のキャリッジエンドランプを取り付けます。 

両端のクランプ穴に近づくようにダストカバーを配置します。 



                         

Loosely attach the clamps at each end. Run the stage back and forth once to position the dust cover. 
Gradually tighten the clamp screws, alternating between the two at each clamp. If part of the dust 
cover isn't seated properly, loosen the nearest clamp and re-tighten.  

Manual Control 

Most X-Series motion control products have an integrated, depressible knob with 20 detents per 
revolution, allowing devices to be controlled without the use of a computer. There are two manual 
movement modes available: Velocity and Displacement. Switch between these modes by holding 
down the knob for 1 second or by configuring the knob.mode (T:109) setting.  

On power-up, many devices will only travel towards the motor from their start-up positions until 
the home position is reached. Once the device has been homed, the full range of travel becomes 
available.  

速度モード 

Turn the knob clockwise to move the device in the positive direction (extend) or counter-clockwise 
for negative direction (retract). Each detent of the knob increases the speed of the carriage.  

There are 16 speeds in each direction. The velocity profile and maximum speed can be 
configured via the knob.speedprofile (T:112) and knob.maxspeed (T:111) settings. The device 
stops and resets the knob upon arriving at the end of travel.  

変位モード 

Turn the knob clockwise to move the device in the positive direction (extend), counter-clockwise 
for negative direction (retract). Each detent of the knob moves the device a fixed number of 
microsteps, specified by the knob.distance (T:110) setting. If knob.distance (T:110) is set to 0, 
each detent of the knob will move to the next index position, similar to move index (T:78) 
movements. The device moves at the speed specified by the maxspeed (T:42) setting, or the 
slower of maxspeed (T:42) and limit.approach.maxspeed (T:41) if the device has not been 
homed. If there are fewer than knob.distance (T:110) microsteps to the end of travel and another 
move is requested, the device will move to the end of travel and then stop.  

つまみ（ノブ）機能の概要 

両端のクランプを緩く取り付けます。ステージを前後に 1 回動かして、ダストカバーを配置します。  

各クランプで 2 つのねじをを交互に、徐々に締めます。  

ダストカバーの一部が正しく取り付けられていない場合は、最も近いクランプを緩め、再度締めます。 

マニュアル制御 

ほとんどの X シリーズモーションコントロール製品には、1 回転あたり 20 の戻り止め（ディテント）がある統合された押し下

げ可能なノブがあり、コンピュータを使用せずにデバイスを制御できます。 利用可能な手動の移動モードには、速度と変

位の 2 つがあります。 これらのモードを切り替えるには、ノブを 1 秒間押し続けるか、knob.mode (T:109)を設定します。 

電源投入時、多くのデバイスは、起動位置からホームポジションに到達するまでモータに向かって移動します。 デバイス

がホーム（作業原点）に戻ると、全範囲の移動が可能になります。 

ノブを時計回りに回すとデバイスが正の方向（前進）に移動し、反時計回りに回すと負の方向（後退）に移動します。 ノブの

戻り止め(ディテント）毎に、キャリッジの速度が上がります。 

各 方 向 に 16 の 設 定 速 度 が あ り ま す 。  速 度 プ ロ フ ァ イ ル と 最 大 速 度 は 、 knob.speedprofile (T:112) お よ び

knob.maxspeed (T:111)で構成できます。デバイスは、移動端に到着すると、停止してノブをリセットします。 

ノブを時計回りに回すとデバイスが正の方向（前進）に移動し、反時計回りに回すと負の方向（後退）に移動します。 ノブの

各 デ ィ テ ン ト に よ り 、 knob.distance (T:110) で 指 定 さ れ た 固 定 数 の マ イ ク ロ ス テ ッ プ で デ バ イ ス が 移 動 し ま す 。

knob.distance (T:110)が 0 に設定されている場合、各ノブのディテントは、move index (T:78)の移動と同様に、次のインデッ

クス位置に移動します。デバイスは、maxspeed (T:42)設定で指定された速度で移動するか、デバイスがホームになってい

な い 場 合 は 、 maxspeed (T:42) と llimit.approach.maxspeed (T:41) の 遅 い 方 で 移 動 し ま す 。 移 動 の 最 後 ま で の

knob.distance (T:110)未満のマイクロステップがあり、別の移動が要求された場合、デバイスは移動の最後に移動して停止

します。 



 Turning the knob:  

Moves the device in the direction of knob turn. 
 Pressing the knob:  

Decelerates and stops the device (identical to a stop (T:23) command). 
Instantly stops the device, if the device is already decelerating. 
Warning: Stopping instantly may result in damage to the product and reduced lifespan. Use 
sparingly if the axis is under heavy load. 

 Pressing and holding the knob for 1 second:  

Toggles between Velocity Mode and Displacement Mode. 
 

Trajectory Control and Behaviour 

This section describes the behaviour of the device trajectory when a movement command is 
issued.  

ソフトウェアの位置制限 

The travel range of the device is limited by the Minimum Position and Maximum Position settings. 
The factory settings for the devices are configured to match the physical travel range. If a 
customized range is desired, it can be changed by configuring the limit.min (T:106) and 
limit.max (T:44) settings to appropriate values. For the Current Position, query pos (T:60).  

最小位置 
When the Current Position is less than the Minimum Position value, the device cannot move 
in the negative direction(towards the motor). 

最大位置 
When the Current Position is greater than the Maximum Position value, the device cannot 
move in the positive direction(towards the motor). 

 
移動速度 

The movement speed of the device depends on device status and various speed settings. If the 
device has not been initialized by the home (T:1) command or by moving towards the home end 
of the device, movement speed will be constrained to fail-safe values. The home status of the 
device can be determined by reading the limit.home.triggered(T:53:103) setting.  

Movement speed of the device is specified below:  

move vel (T:22) 
The device will move at the specified speed regardless of home status. 

 

つまみ（ノブ）を回す： 

デバイスを減速して停止します（stop (T:23)コマンドと同じ）。  

デバイスがすでに減速している場合、デバイスを即座に停止します。 

警告: 即時停止すると、製品が損傷し、寿命が短くなることがあります。 軸に大きな負荷がかかる場合は、控えめに

使用してください。 

ノブを 1 秒間押し続けます。 

デバイスをノブの回転方向に移動します。 

ノブを押す： 

速度モードと変位モードを切り替えます。 

軌道制御と挙動 

このセクションでは、移動コマンドが送信されたときのデバイスの軌跡の動作について説明します。 

デバイスの移動範囲は、最小位置と最大位置の設定によって制限されます。 デバイスの出荷時設定は、物理的な移動

範 囲 に 一 致 す る よ う に 構 成 さ れ て い ま す 。 カス タマ イズ さ れ た 範 囲 が 必 要 な 場 合 は 、 limit.min (T:106)お よ び

limit.max (T:44)の設定を適切な値に構成することにより、範囲を変更できます。現在の位置については、pos (T:60)をクエ

リ(問い合わせ）して下さい。 

現在位置が最小位置値より小さい場合、デバイスは負の方向（モーターに向かって）に移動できません。 

現在位置が最大位置値より大きい場合、デバイスは正の方向（モーターに向かって）に移動できません。 

デバイスの移動速度は、デバイスのステータスとさまざまな速度設定によって異なります。デバイスが home (T:1)コマンド

によって初期化されていない場合、またはデバイスのホームエンドに向かって移動していない場合、移動速度はフェイル

セーフ値に制限されます。 デバイスのホームステータスは、limit.home.triggered(T:53:103)設定を読み取ることで判断で

きます。 

デバイスの移動速度は次のとおりです。 

デバイスは、ホームステータスに関係なく、指定された速度で移動します。 



速度モードでのノブの動き 
The device will move at the specified speed regardless of home status. 
The speed is specified by the knob.speedprofile (T:112) and knob.maxspeed (T:111) settings. 

その他の動作コマンド - デバイスがホーム（原点）にない場合 
The device will move at the slower of the maxspeed (T:42) and 
limit.approach.maxspeed (T:41) settings. 

その他の動作コマンド -デバイスがホーム（原点）にいる場合 
The device will move at the speed specified by the maxspeed (T:42) setting. 

 

トラブルシューティング X-シリーズ モーション デバイス 

The following sections contain tips for troubleshooting common problems. If the device is unable 
to communicate, and it is operating erratically, a manual factory reset can be performed through 
the following steps. Note that this will reset most settings.  

1. Power Off the device 
2. Push and hold the knob for the first Axis (if applicable) 
3. Power On the device 
4. Continue to hold the knob in until the blue LED is lit (~5 seconds), then release. 

The device has been returned to its factory defaults and can be configured as per the steps in 
Initial Setup.  

正面パネル表示灯 

緑 LED 点灯 
The device is powered on and is operating normally. 

緑 LED 点滅 
The device is parked. 
Issue a tools parking unpark(T:65:0) command, or home (T:1) the device. 

緑 LED ゆっくり点灯（フラッシュ） 
The operating conditions of the device are outside of the recommended range. 
This will occur when the supply voltage is either over or under the recommended range or 
the controller temperature has exceeded the set limit. Check the following:  

 The input voltage is within the operational range of the device. This can be read from 
the device with the get system.voltage command. 

 The device temperature is within range. This can be read from the device with the get 
system.temperature command. 

緑 LED 消灯 
The device is not powered. 
Check the supply connections and power adaptor for correct operation. 

赤 LED 点灯又は点滅 

デバイスは、ホームステータスに関係なく、指定された速度で移動します。速度は、knob.speedprofile (T:112)および
knob.maxspeed (T:111)設定で指定されます。  

デバイスは、maxspeed (T:42)および limit.approach.maxspeed (T:41)設定の遅い方で移動します。  
 

デバイスは、maxspeed (T:42)設定で指定された速度で移動します 。 

以下のセクションには、一般的な問題のトラブルシューティングのヒントが含まれています。 デバイスが通信でき

ず、正常に動作していない場合は、次の手順で、手動で工場出荷時の状態にリセットできます。 これはほとんどの

設定がリセットされるのでご注意ください。 

1. デバイスの電源を切ります 
2. 最初の軸のノブを押し続けます（該当する場合）。 
3. デバイスの電源を入れます 
4. 青色の LED が点灯するまで（約 5 秒）ノブを押し続け、放します。. 

デバイスは工場出荷時のデフォルトに戻り、初期セットアップ（Initial Setup）の手順に従って構成できます。 

デバイスの電源が入っており、正常に動作しています。 

デバイスはパーキングされています。 
tools parking unpark(T:65:0) コマンドまたは、home (T:1) を送信してください。 

デバイスの動作条件が推奨範囲外です。これは、電源電圧が推奨範囲を超えているか下回っている場合、
またはコントローラーの温度が設定された制限を超えている場合に発生します。 以下を確認してください。 

入力電圧はデバイスの動作範囲内です。 これは、get system.voltage コマンドでデバイスから読み取
ることができます。 

デバイスの温度が範囲内です。 これは、get system.temperature コマンドでデバイスから読み取るこ
とができます。 

デバイスに電力が供給されていません。 
電源の接続と電源アダプターが正しく動作することを確認して下さい。 



A critical error has occurred. 
Please contact Zaber Technical Support. 

黄色 LED が常に消灯または点滅しているが、応答がない。 
There are communication errors. 
Please see the Communication Errors section below. 

青 移動中に LED が点滅するか、2 秒ごとに点滅します。 
The device has slipped or stalled. 
Please see the Slipping and Stalling section below. 

青  2 のバーストを示す青色の LED が 1 秒ごとに点滅します。 
A stationary device has been forced out of position. 

青 5 のバーストを示す青色の LED が 2 秒ごとに点滅します。 
The encoder has encountered a read error. 
Please contact Zaber Technical Support. 

青 青 LED が 1 秒に 2 回点滅。 デバイスが動かない。 
Driver may be disabled due to over-temperature, out-of-range voltage or other driver fault; 
or due to user request. 
See Fx Warning Flags. 
Once the issue has been resolved, send driver enable. 

マニュアル制御 
ノブをいずれかの方向に回しても、動作しない。 

The knob may have been disabled. 
Check that the knob.enable (T:107) setting is correct. 
Restore the default parameters through the system restore (T:36) command. 

このデバイスは全移動領域をカバーしていません。 
The device hasn't been homed. 
Turn the knob anti-clockwise until the device reaches the fully retracted position. The device 
will home and the full range of travel available. 

予期しない動作 
デバイスは移動コマンドに応答しません。 

The device may need to be homed before use. 
Send the home (T:1) command. 

デバイスは自動的に移動し、移動終点に向かって動いています。 
The position encoder has de-synchronized. 
Reset the device by power cycling it or sending the system reset (T:0) command, then re-
initialize it with the home (T:1) command. 

デバイスの動きが非常に遅い。 以前はもっと速く動いていた。 
The speed settings may have been changed inadvertently. 
Send a system restore (T:36) command. 

デバイスは、走行中に通常よりも大きな音を出し、頻繁に滑ってしまいます。 
This condition happens if the thrust needed is more than the thrust available from the device. 
Check the following:  

 The force on the device is less than the maximum thrust. 

重大なエラーが発生しました。 
Zaber テクニカルサポートに連絡してください。 

通信エラーがあります。下記の通信エラー （Communication 
Errors） セクションをご覧ください。 

デバイスが滑っているか、または停止している。 
以下の「滑って停止する（Slipping and Stalling）」セクションを参照してください。  

停止中のデバイスが強制的に外されました。 

エンコーダで読み取りエラーが発生しました。 
Zaber テクニカルサポート（Zaber Technical Support）に連絡してください。  

過熱、範囲外の電圧、またはその他のドライバー障害、またはユーザーの要求により, ドライバーが無効になる場
合があります。  
Fx 警告フラグ（Fx Warning Flags.）を参照してください。 
問題が解決したら、ドライバーイネーブル（driver enable.）を送信して下さい。  
 

ノブが無効になっている可能性があります。 
ノブの有効化（T：107）設定（knob.enable (T:107)）が正しいことを確認して下さい。 
システムの復元（T：36）コマンド（system restore (T:36)）を使用して、デフォルトのパラメーターを復元
して下さい。 

デバイスがホーム動作（原点復帰）していません。デバイスが完全に引っ込んだ位置に到達するまで、ノブを反時計

回りに回します。 デバイスはホーム（原点）に戻り、可動範囲の全範囲が使用できます。 

デバイスは使用前にホーム（原点復帰）の必要があるかもしれません。ホームコ
マンド home (T:1) を送信 

 

位置エンコーダの同期がとれていません。デバイスの電源を入れ直すか、system reset (T:0)コマンドを送信してデ
バイスをリセットし、home (T:1)コマンドでデバイスを再初期化して下さい。  

速度設定が誤って変更された可能性があります。system restore (T:36)コマン
ドを送信して下さい。  

 

この状態は、デバイスの許容推力よりも大きい推力が要求された場合に発生します。以下を確認し

てください。 

・ 装置にかかる力は最大推力未満でなければなりません。 



 The voltage matches the specified voltage. Read the voltage using the get 
system.voltage command. Voltage less than the specified voltage for the device will 
reduce the device’s maximum thrust. 

Test the following:  

 Try a slower target velocity. Stepper motors produce more thrust when moving slowly. 
 Try a lower acceleration and deceleration. 
 Clean the screw and lightly re-grease it with a grease that does not degrade plastics. 

デバイスには、4 フルステップ以下の再現性エラーが発生します。 
If steps aren't being skipped, friction or loose parts may still cause some variation when 
returning to a position. 
Please contact Zaber Technical Support. 

デバイスが全範囲の移動をカバーしていないか、最後まで実行されていません。 
A setting might have been inadvertently changed.  

 home (T:1) the device to see if this corrects the behaviour. 
 Send a system restore (T:36) command. 

デバイスのモータが突然停止。 Fx 警告フラグ（Fx warning flag ）が存在します。 
The motor over-temperature protection switch has been tripped. This sensor will trip if the 
device's maximum continuous thrust specification is exceeded for too long. To prevent this 
condition from occurring again, reduce the average force that the motor outputs by reducing 
acceleration, reducing the load, or lowering the duty cycle. 
Send a driver enable command. The device does not require homing. 

通信エラー 

デバイスとの通信がありません。 黄色の LED が点灯または点滅しない。 
There are several things that should be checked:  

 Make sure the correct serial port is selected. Try selecting other serial ports in the 
software. 

 Check the baud rate, hand shaking, parity, stop bit, etc. when configuring the serial 
communications software. The required settings are listed in the RS-232 
Communications section above. 

 Make sure there are no bent pins in the ends of all the data cables 
 Make sure the device is powered. The Green LED should be on. 
 If the computer is a laptop running on batteries, try plugging in the power. Some 

laptops disable the serial ports when running on batteries. 
 Make sure a null modem adaptor or cable is not being used. 
 Make sure the correct adaptors(if any) are being used. Refer to the pinouts in the RS-

232 Communications section above. 
 If the problem was encountered when trying to control the device with custom 

software, try using one of the demo programs from the Zaber website to verify that 
the hardware is functioning properly. 

・ get system.voltage コマンドを使用して電圧を読み取ってください。 デバイス電圧が指定電圧未満の場合
は、デバイスの最大推力が減ります。 

 
以下をテストして下さい。 

・ 目標速度を遅くしてみてください。 ステッピングモーターは、ゆっくり動くとより多くの推力を生み出します。 
・ 加減速度を下げてみてください。 
・ ネジをきれいにし、プラスチックを劣化させないグリースで軽く塗り直してください。 

 

ステップがスキップされていない場合、摩擦や部品のゆるみにより、位置に戻ったときに多少の変動が生じる可能性
があります。 
その様な場合は Zaber Technical Support へお問い合わせ下さい。. 

 

設定が誤って変更された可能性があります。 

・ home (T:1) コマンドを送って動作が修正されるか確認してください。 

・ システム復元コマンド system restore (T:36) を送ってください。 

モータ過熱保護スイッチが作動しました。 このセンサーは、デバイスの最大連続推力仕様を長時間超えるとトリップし
ます。 この状態が再び発生しないようにするには、加速を減らす、負荷を減らす、またはデューティサイクルを下げる
ことによって、モータが出力する平均力を減らします。ドライバー有効化コマンド driver enable を送信します。デバイ
スはホーミングの必要はありません。 

チェックする必要があるいくつかの事柄があります： 

 正しいシリアルポートが選択されていることを確認してください。 ソフトウェアで他のシリアルポートを選択し

てみてください。 

 シリアル通信ソフトウェアを設定するときは、ボーレート、ハンドシェイク、パリティ、ストップビットなどを確認し

てください。 必要な設定は、上記の RS-232 Communications にリストされています。  

 すべてのデータケーブルの端に曲がったピンがないことを確認します 

 デバイスの電源が入っていることを確認してください。 緑色の LED が点灯しているはずです。 

 コンピュータがバッテリーで動作するラップトップの場合は、電源に接続してみてください。 一部のラップトッ

プは、バッテリーで動作しているときにシリアルポートが無効になります。 

 ヌルモデムアダプターまたはケーブルが使用されていないことを確認して下さい。 

 正しいアダプター（ある場合）が使用されていることを確認して下さい。 上記の RS-232 通信セクションのピ

ン配列を参照してください。上記の RS-232 Communications のピン配列を参照してください。 

 カスタムソフトウェアでデバイスを制御しようとしたときに問題が発生した場合は、Zaber Web サイトのデモプ

ログラムの 1 つを使用して、ハードウェアが正しく機能していることを確認してください。 

 



2 つ以上のデバイスが、デバイス 1 に送信されたコマンドに応答 
Most devices are shipped with their device number set as 1. If you connect the devices 
through Zaber Console, you will be prompted to renumber them. If you aren't able to install 
and open Zaber Console, send the renumber (T:2) command in the software you are using to 
set all of the device numbers to different values. 

コマンドを送信すると黄色の LED が短時間点灯しますが、デバイスは移動せず、応答しません。 
Check baud rate, hand shaking, parity, stop bit, etc. are set as per the RS-232 
Communications defaults. 
The device numbers may not be what is expected, issue a renumber (T:2) command. Make 
sure that the computer does not transmit anything else while the devices renumber. 
If using the Binary Protocol, check the following:  

 6 bytes are transmitted and that the device number and command are valid. 
 The software does not transmit any control characters such as line feed and spaces. 
 That the serial port is not configured with a termination character (it often defaults to 

linefeed). 

If problems are encountered when using custom software, try using one of the demo 
programs from the Zaber website to verify that the hardware works. 

ソフトウェアが一連のコマンドを送信しても、デバイスは期待どおりに動作しません。 
The computer might be set to Unicode. This is common for languages that use non-Latin 
based characters. Go to Control Panel/Regional and Language Options/Advanced. Select a 
language for non-unicode programs. This should be English or another Latin based character 
language. 
Check what is being sent out of the serial port. stackoverflow.com has a list of some tools to 
monitor serial ports. 

バイナリモードでは、デバイスは応答を送信しませんが、それ以外は機能しています。 
Auto-reply might have been disabled via T:101. 
Send a system restore (T:36) command. 
If the problem is encountered when trying to control the device with custom software:  

 Use a demo program from the Zaber website to verify that the hardware is functioning 
properly. 

 Make sure that the receiving part of the code or commercial package is correct. 
 Check the serial port settings are correct. 
 Check connectors for bent or broken pins. 

バイナリモードで、デバイスが 6 バイト未満で返信される場合があります。 
This typically indicates a problem with the serial port settings. Some serial ports are set to 
automatically recognize and remove specific control characters such as carriage returns when 
they appear in the RS-232 receive buffer. 
Check that the settings are correct and are not removing or replacing characters. 

 
抜けパルス（スリップ）と脱調 

ほとんどのデバイスは、デバイス番号が 1 に設定された状態で出荷されます。ZaberConsole を介してデバイスを接
続すると、デバイスに番号を付け直すように求められます。 Zaber コンソールをインストールして開くことができない
場合は、使用しているソフトウェアで renumber (T:2)コマンドを送信して、すべてのデバイス番号を異なる値に設定し
ます。 

ボーレート、ハンドシェイク、パリティ、ストップビットなどが RS-232 Communications のデフォルトに従って設定され
ていることを確認してください。 
デバイス番号が予期したものと異なる可能性があります。renumber (T:2)コマンドを発行してください。デバイスが再
番号付けされている間、コンピュータが他に何も送信しないことを確認してください。 
バイナリプロトコルを使用している場合は、以下を確認してください。 

 6 バイトが送信され、デバイス番号とコマンドが有効であること。 

 ソフトウェアは、改行やスペースなどの制御文字を送信していない。 

 シリアルポートが終了文字で構成されていない（多くの場合、デフォルトで改行されます）。 

 

カスタムソフトウェアの使用時に問題が発生した場合は、Zaber Web サイトのデモプログラムのいずれかを使用し

て、ハードウェアが機能することを確認してください。 

コンピュータが Unicode に設定されている可能性があります。 これは、一般的に、非ラテン文字を使用する言語使用
されます。 [コントロールパネル] / [地域と言語のオプション] / [詳細]に移動します。 非 Unicode プログラムの言語を
選択します。 これは、英語または他のラテン語ベースの文字言語である必要があります。 
シリアルポートから何が送信されているかを確認してください。 stackoverflow.com には、シリアルポートを監視するた
めのいくつかのツールのリストがあります。 

T:101 を介しての自動応答が無効にされている可能性があります。 
system restore (T:36)コマンドを送信してください。 
カスタムソフトウェアでデバイスを制御しようとしたときに問題が発生した場合： 

 Zaber Web サイトのデモプログラムを使用して、ハードウェアが正しく機能していることを確認して下さ

い。 

 電源コードまたは商用パッケージの受領部品が正しいかどうか確認してください。 

 シリアルポートの設定が正しいことを確認してください。 

 コネクタのピンが曲がったり折れたりしていないか確認してください。 

 

これは通常、シリアルポートの設定に問題があることを示しています。 一部のシリアルポートは、RS-232 受

信バッファーに表示されるときに、キャリッジリターンなどの特定の制御文字を自動的に認識して削除する

ように設定されています。設定が正しいこと、および文字を削除または置換していないことを確認してくださ

い。 



デバイスはスムーズに動きますが、短時間だけ動き、その後停止します。 青色の LED が点滅している

が、デバイスは実際に滑ったり停止ししていない。 
The internal encoder counter needs to be re-initialized. Reset the device by power cycling it 
or sending system reset (T:0) command, then re-initialize it with the home (T:1) command. 
Ground the device and avoid operating it under statically noisy environment. 

デバイスから異音がするが動かない。 青色の LED が点滅している。 
The device is stalling. 
Try removing all external loads. If the device now extends and retracts normally, the problem 
is excessive load. Try to reduce the load and ensure the load is less than the maximum thrust. 
A higher thrust or torque can be achieved by lowering the speed of the device using the 
maxspeed (T:42) setting. 
If a device is stalling with no external load at default speed and acceleration settings then it 
requires servicing. 

 

保証と修理 

保証と修理に関する Zaber のポリシーについては、Ordering Policies を参照してください。  

標準製品 

Standard products are any part numbers that do not contain the suffix ENG followed by a 4 digit 
number. Most, but not all, standard products are listed for sale on our website. All standard Zaber 
products are backed by a one-month satisfaction guarantee. If you are not satisfied with your 
purchase, we will refund your payment minus any shipping charges. Goods must be in brand new 
saleable condition with no marks. Zaber products are guaranteed for one year. During this period 
Zaber will repair any products with faults due to manufacturing defects, free of charge.  

カスタム製品 

Custom products are any part numbers containing the suffix ENG followed by a 4 digit number. 
Each of these products has been designed for a custom application for a particular customer. 
Custom products are guaranteed for one year, unless explicitly stated otherwise. During this 
period Zaber will repair any products with faults due to manufacturing defects, free of charge.  

商品の返品方法 

Customers with devices in need of return or repair should contact Zaber to obtain an RMA form 
which must be filled out and sent back to us to receive an RMA number. The RMA form contains 
instructions for packing and returning the device. The specified RMA number must be included on 
the shipment to ensure timely processing.  

 

内部エンコーダのカウンターを再初期化する必要があります。 デバイスの電源を再投入するか、system reset (T:0)
コマンドを送信してデバイスをリセットし、home (T:1)コマンドでデバイスを再初期化します。デバイスを接地し、静電
気の多い環境での操作を避けてください。 
 

デバイスが停止しています。すべての外部負荷を取り除いてみてください。 デバイスが正常に前進・後退動作する場
合、問題は過剰な負荷です。 負荷を減らして、負荷が最大推力未満であることを確認してください。 
maxspeed (T:42)設定を使用してデバイスの速度を下げることにより、より高い推力またはトルクを実現できます。 
デバイスがデフォルトの速度と加速度設定で外部負荷がなくてもストール（停止）している場合は、サービスが必要で
す。 

標準製品とは、末尾 ENG の後に 4 桁の数字が付いていない部品番号です。 すべてではありませんが、ほとんどの標準製

品は、弊社の Web サイトに掲載されています。 すべての標準的な Zaber 製品は、1 か月の満足保証によって支えられて

います。 ご購入にご満足いただけない場合は、送料を差し引いた金額を返金いたします。 商品は、マークのない真新しい

販売可能な状態である必要があります。 Zaber 製品は 1 年間保証されます。 この期間中、Zaber 社は製造上の欠陥が原

因で発生した不具合商品は無償で修理します。 

カスタム製品は、末尾 ENG の後に 4 桁の数字が続くパーツ番号です。 これらの各製品は、特定の顧客向けのカスタム

アプリケーション用に設計されています。 特記のない限り、カスタム製品は 1 年間保証されます。 この期間中、Zaber は

製造上の欠陥が原因で発生した不具合商品は無償で修理します。 

デバイスの返品または修理が必要なお客様は、Zaber に連絡して RMA フォームを入手してください。RMA フォームに記入

して返信し、RMA 番号を受け取る必要があります。 RMA フォームには、デバイスを梱包して返品するための手順が含ま

れています。 指定された RMA 番号は、タイムリーな処理を確実にするために、出荷の際に明記が必要です。 
 
注記：日本国内のお客様へのお届け商品はすべて「テクノジーリンク株式会社」にてご対応させて頂きます。 



付録 A-利用可能な通信ポート 

インストールされているシリアルポートの検索 
Windows 

1. 1. [スタート]メニューまたはタスクバーから[検索]または[実行]を開き、「デバイスマネージャー」と入

力して Enter キーを押します。  

                  
2. [ポート（COM および LPT）]カテゴリを開いてください。  

                

o この例では、使用可能な 2 つのシリアルポート（COM1 と COM15）があり、どちらも USB ア

ダプターです。 

Linux 

1. Finding devices  
o Open a terminal and execute the following command: 

dmesg | grep -E ttyU\?S  

o The response will be similar to the following: 
[ 2.029214] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A 

[ 2.432572] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A 

[ 2.468149] 0000:00:03.3: ttyS4 at I/O 0xec98 (irq = 17) is a 16550A 

[ 13.514432] usb 7-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to 

ttyUSB0 

Linux 

1. Finding devices  
o Open a terminal and execute the following command: 

dmesg | grep -E ttyU\?S  

o The response will be similar to the following: 
[ 2.029214] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A 

[ 2.432572] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A 

[ 2.468149] 0000:00:03.3: ttyS4 at I/O 0xec98 (irq = 17) is a 16550A 

[ 13.514432] usb 7-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to 

ttyUSB0 

デバイスマネージャーは 
コントロールパネル 
 
ハードウェアとサウンド 
 
デバイスとプリンターの中に 
入っています。 
 
ポート（COM と LPT） 
 USB Serial port (COM 10)  
等と表示されています。 
注記：USB、RS-232 が接続されていなけれ

ば、ポートは表示されません。 



o This shows that there are 3 serial ports available: ttyS0, ttyS4 and ttyUSB0 (a USB 
adaptor) 

2. Checking port permissions  
o Using the ports found above, execute the following command 

ls -l /dev/tty{S0, S4, USB0}  

o The permissions, given below, show that a user has to be root or a member of the 
dialout group to be able to access these devices 
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Oct 31 06:44 /dev/ttyS0 

crw-rw---- 1 root dialout 4, 68 Oct 31 06:45 /dev/ttyS4 

crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Oct 31 07:58 /dev/ttyUSB0 
3. Checking group membership  

groups  

o The output will be similar to the following: 
adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin sambashare 
Notice that dialout is not in the list 

o A user can be added to the dialout group with the following command 

sudo adduser $USER dialout  

o Group membership will not take effect until the next logon. 

 

 

 

OSX 

1. Finding devices  
o Open a terminal and execute the following command: 

ls /dev/cu.*serial* 

o The response will be similar to the following:  
/dev/cu.usbserial-FTB3QAET 

/dev/cu.usbserial-FTEJJ1YW 
o This shows that there are two serial ports available, both of which happen to be USB 

adaptors. 
o There may be other devices that match this query, such as keyboards or some web 

cameras. To determine which one corresponds to your USB serial cable, try repeating 
the command with and without the cable connected to the computer, to see which 
one appears and disappears. 

OSX 

1. Finding devices  
o Open a terminal and execute the following command: 

ls /dev/cu.*serial* 

o The response will be similar to the following:  
/dev/cu.usbserial-FTB3QAET 

/dev/cu.usbserial-FTEJJ1YW 
o This shows that there are two serial ports available, both of which happen to be 

USB adaptors. 
o There may be other devices that match this query, such as keyboards or some web 

cameras. To determine which one corresponds to your USB serial cable, try 
repeating the command with and without the cable connected to the computer, to 
see which one appears and disappears. 

 

o This shows that there are 3 serial ports available: ttyS0, ttyS4 and ttyUSB0 (a USB 
adaptor) 

2. Checking port permissions  
o Using the ports found above, execute the following command 

ls -l /dev/tty{S0, S4, USB0}  

o The permissions, given below, show that a user has to be root or a member of the 
dialout group to be able to access these devices 
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Oct 31 06:44 /dev/ttyS0 

crw-rw---- 1 root dialout 4, 68 Oct 31 06:45 /dev/ttyS4 

crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Oct 31 07:58 /dev/ttyUSB0 
3. Checking group membership  

groups  

o The output will be similar to the following: 
adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin sambashare 
Notice that dialout is not in the list 

o A user can be added to the dialout group with the following command 

sudo adduser $USER dialout  

o Group membership will not take effect until the next logon. 

 



製品図面 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様諸元 
仕様諸元 データ 代替値 

内蔵コントローラ  有り   
精度 (単一方向)  20 µm  0.000787 "  
バックラッシュ  < 15 µm  < 0.000591 "  
エンコーダタイプ  リニアアナログエンコーダ  
通信インターフェース RS-232   
通信プロトコル Zaber ASCII (初期値)   
最大中心荷重 2940 N  659.3 lb  
最大カンチレバー荷重  80 N⋅m  59.0 ft⋅lb  
ガイドタイプ  循環式ボールリニアガイド  
縦振れ  < 10 µm  < 0.000394 "  
面振れ  < 18 µm  < 0.000709 "  
ピッチ  0.014 °  0.244 mrad  
ロール  0.01 °  0.174 mrad  
ヨー  0.018 °  0.314 mrad  
ピッチ剛性  1400 N⋅m/°  12 µrad/N⋅m  



仕様諸元 データ 代替値 
ロール剛性  700 N⋅m/°  25 µrad/N⋅m  
ヨー剛性 1200 N⋅m/°  15 µrad/N⋅m  
最大電流容量 3600 mA   
電源電圧  24-48 VDC   
電源プラグ  2-ピン ねじ端子   

モータステップ数/回転  200   
モータタイプ  ステッパーモータ (2 相)   
モータ定格電流  4200 mA/相   
インダクタンス  2 mH/相   
初期値分解能  １ステップの 1/64   
データケーブル結線 ロック式 4-ピン M8   
リミット又はホーム（原点）検出 リニアエンコーダ原点マーク  
マニュアル制御 押しボタンスイッチ付きインデックスノブ  
駆動軸数 1   
LED 表示灯  

あり   
操作温度範囲  0 ～ 50 °C   
真空仕様適合  なし   
RoHS 適合  

適合   

CE 適合  
適合   

 
性能比較表 

モデル番号 マイクロステップサイズ              

(初期値分解能) 

可動範囲 
繰り返し精度 最大速度 

X-LRT0100AL-AE53C 0.124023438 µm 100 mm  < 1 µm  45 mm/s  
X-LRT0100BL-AE53C 0.49609375 µm 100 mm  < 1.5 µm  181 mm/s  
X-LRT0100DL-AE53C 1.984375 µm 100 mm  < 1.5 µm  726 mm/s  
X-LRT0100HL-AE53C 0.390625 µm 100 mm  < 1.5 µm  143 mm/s  
X-LRT0250AL-AE53C 0.124023438 µm 250 mm  < 1 µm  45 mm/s  
X-LRT0250BL-AE53C 0.49609375 µm 250 mm  < 1.5 µm  181 mm/s  
X-LRT0250DL-AE53C 1.984375 µm 250 mm  < 1.5 µm  726 mm/s  
X-LRT0250HL-AE53C 0.390625 µm 250 mm  < 1.5 µm  143 mm/s  
X-LRT0500AL-AE53C 0.124023438 µm 500 mm  < 1 µm  45 mm/s  
X-LRT0500BL-AE53C 0.49609375 µm 500 mm  < 1.5 µm  181 mm/s  
X-LRT0500DL-AE53C 1.984375 µm 500 mm < 1.5 µm  726 mm/s  
X-LRT0500HL-AE53C 0.390625 µm 500 mm  < 1.5 µm  143 mm/s  
X-LRT0750AL-AE53C 0.124023438 µm 750 mm  < 1 µm  45 mm/s  
X-LRT0750BL-AE53C 0.49609375 µm 750 mm  < 1.5 µm  181 mm/s 
X-LRT0750DL-AE53C 1.984375 µm 750 mm  < 1.5 µm  726 mm/s  
X-LRT0750HL-AE53C 0.390625 µm 750 mm  < 1.5 µm  143 mm/s  



モデル番号 マイクロステップサイズ              

(初期値分解能) 

可動範囲 
繰り返し精度 最大速度 

X-LRT1000AL-AE53C 0.124023438 µm 1000 mm  < 1 µm  38 mm/s 
X-LRT1000BL-AE53C 0.49609375 µm 1000 mm  < 1.5 µm  140 mm/s  
X-LRT1000DL-AE53C 1.984375 µm 1000 mm  < 1.5 µm  573 mm/s  
X-LRT1000HL-AE53C 0.390625 µm 1000 mm < 1.5 µm  110 mm/s 

     
モデル番号 最低速度 速度分解能 最大推力 逆送防止力 

X-LRT0100AL-AE53C 0.000076 mm/s  0.000076 mm/s  1200 N ( バックドライブ力なし 

X-LRT0100BL-AE53C 0.000303 mm/s  0.000303 mm/s  600 N  420 N (± 30%) 
X-LRT0100DL-AE53C 0.001212 mm/s  0.001212 mm/s 100 N  40 N (± 30%) 
X-LRT0100HL-AE53C 0.000239 mm/s 0.000239 mm/s  1200 N  157 N (± 30%) 
X-LRT0250AL-AE53C 0.000076 mm/s 0.000076 mm/s  1200 N  バックドライブ力なし 

X-LRT0250BL-AE53C 0.000303 mm/s  0.000303 mm/s  600 N  420 N (± 30%) 
X-LRT0250DL-AE53C 0.001212 mm/s  0.001212 mm/s 100 N  40 N (± 30%) 
X-LRT0250HL-AE53C 0.000239 mm/s  0.000239 mm/s  1200 N  157 N (± 30%) 
X-LRT0500AL-AE53C 0.000076 mm/s  0.000076 mm/s  1200 N  バックドライブ力なし 

X-LRT0500BL-AE53C 0.000303 mm/s  0.000303 mm/s  600 N  420 N (± 30%) 
X-LRT0500DL-AE53C 0.001212 mm/s  0.001212 mm/s 100 N 40 N (± 30%) 
X-LRT0500HL-AE53C 0.000239 mm/s  0.000239 mm/s  1200 N  157 N (± 30%) 
X-LRT0750AL-AE53C 0.000076 mm/s  0.000076 mm/s  1200 N  バックドライブ力なし 

X-LRT0750BL-AE53C 0.000303 mm/s  0.000303 mm/s  600 N  420 N (± 30%) 
X-LRT0750DL-AE53C 0.001212 mm/s 0.001212 mm/s  100 N  40 N (± 30%) 
X-LRT0750HL-AE53C 0.000239 mm/s  0.000239 mm/s  1200 N  157 N (± 30%) 
X-LRT1000AL-AE53C 0.000076 mm/s  0.000076 mm/s  1200 N バックドライブ力なし 

X-LRT1000BL-AE53C 0.000303 mm/s  0.000303 mm/s  600 N  420 N (± 30%) 
X-LRT1000DL-AE53C 0.001212 mm/s  0.001212 mm/s  100 N  40 N (± 30%) 
X-LRT1000HL-AE53C 0.000239 mm/s  0.000239 mm/s  1200 N) 157 N (± 30%) 

     
     

モデル番号 最大連続トルク  モータ 1 回転の直線移動量 
機械駆動システム 重量 

X-LRT0100AL-AE53C 668 N 1.5875 mm  精密級リードねじ 3.65 kg  
X-LRT0100BL-AE53C 600 N  6.35 mm  精密級リードねじ 3.65 kg  
X-LRT0100DL-AE53C 100 N  25.4 mm 精密級リードねじ 3.65 kg  
X-LRT0100HL-AE53C 1200 N 5 mm  精密級リードねじ 3.65 kg  
X-LRT0250AL-AE53C 668 N 1.5875 mm  精密級リードねじ 4.441 kg 
X-LRT0250BL-AE53C 600 N 6.35 mm  精密級リードねじ 4.441 kg 
X-LRT0250DL-AE53C 100 N  25.4 mm 精密級リードねじ 4.441 kg 
X-LRT0250HL-AE53C 1200 N 5 mm  精密級リードねじ 4.441 kg 
X-LRT0500AL-AE53C 668 N 1.5875 mm  精密級リードねじ 5.758 kg 
X-LRT0500BL-AE53C 600 N 6.35 mm  精密級リードねじ 5.758 kg 



モデル番号 最大連続トルク  モータ 1 回転の直線移動量 
機械駆動システム  重量 

X-LRT0500DL-AE53C 100 N 25.4 mm  精密級リードねじ 5.758 kg 
X-LRT0500HL-AE53C 1200 N 5 mm 精密級リードねじ 5.758 kg 
X-LRT0750AL-AE53C 668 N  1.5875 mm 精密級リードねじ 7.076 kg 
X-LRT0750BL-AE53C 600 N  6.35 mm 精密級リードねじ 7.076 kg 
X-LRT0750DL-AE53C 100 N  25.4 mm  精密級リードねじ 7.076 kg 
X-LRT0750HL-AE53C 1200 N 5 mm  精密級リードねじ 7.076 kg 
X-LRT1000AL-AE53C 668 N 1.5875 mm 精密級リードねじ 8.393 kg 
X-LRT1000BL-AE53C 600 N  6.35 mm  精密級リードねじ 8.393 kg 
X-LRT1000DL-AE53C 100 N  25.4 mm 精密級リードねじ 8.393 kg 
X-LRT1000HL-AE53C 1200 N 5 mm  精密級リードねじ 8.393 kg 
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モデルLRT 代表的ベアリング寿

 


