
M-LSM シリーズ ユーザ マニュアル 
自動検出機能付き電動マイクロマニピュレータ 

                 

免責事項 

Zaber のデバイスは、重要な医療、航空、軍事用途、または製品の使用または故障によって人身傷害、死亡、または物

的損害が発生する可能性のある状況での使用を意図していません。 Zaber は、当社製品の使用に起因する傷害また

はその他の損害に対する一切の責任を放棄します。 

使用上の注意 

Zaber の自動検出周辺機器は、Zaber の自動検出コントローラのラインで簡単に使用できるように設計されています。 
M-LSM には、Zaber のコントローラがモデルを自動検出して適切なパラメーターを設定できるオンボードメモリが含ま

れています。 設定の変更方法の詳細については、プロトコルマニュアルを参照してください。 設定が正しくない場合、

デバイスが損傷する可能性があります。 Zaber 周辺機器をサードパーティのコントローラで使用するには、モータ、セン

サー、エンコーダの仕様とピン配置を注意深く確認してください。 

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。 



デバイスの概要 

自動検出 

M-LSM ペリフェラルには、自動検出が搭載されています。この機能により、Zaber コントローラは、接続時にペリフェラル

の設定を自動的に構成できます。 

 重要事項: M-LSM ペリフェラルを切断または接続する前に、コントローラの電源を常にオフにしてください。 

周辺機器をコントローラに接続するには： 

1. コントローラの電源を切ります。 
2. M-LSM 周辺機器を接続します。 
3. コントローラの電源を入れます。 
4. コントローラは、電源が投入された直後に周辺機器をアクティブにします。 

 
コネクター 

D-サブ 15（ペリフェラル）コネクターピン配列 
 

T3A ペリフェラル (オス) 

 

T4A ペリフェラル (オス) 

 

Pin # 機能 

    1 +5V リミット及びエンコーダ用 

    2 自動検出データ 

    3 予備 



    4 アウェイセンサー 

    5 ホームセンサー 

    6 GND(グランド) 

    7 モータ B1 

    8 モータ A1 

    9 オートディテクトクロック 

10 エンコーダ A 

11 エンコーダ B 

12 エンコーダ原点（インデックス） 

13 GND 

14 モータ B2 

15 モータ A2 

すべてのピンがすべてのモデルで使用されるわけではありません 

代替コントローラ 

M-LSM は、リミットセンサー入力を備えた 2 相ステッピングモーターコントローラにて制御できます。 ホールセンサーリ

ミットスイッチを使用してステッピングモーターを制御する方法に精通していない場合は、独自のコントローラを使用する

ことはお勧めできません。 誤配線によるステージの損傷は保証の対象外です。 

モータ 

モーター情報については、M-LSM 製品ページを参照してください:  M-LSM product  

リミットセンサー 

ホームセンサーとして M-LSM ではホール効果センサーが使用されます。 使用されるホールセンサーは、Allegro 製の

部品番号 A1120LLHLT-T です。. Click here for data sheet. センサーがトリガーされたときにステージがすぐに停止

する（急減速）ようにコントローラを構成する必要があります。 

 PCB ワイヤのカラーコード： 
o 3.6-24 Vdc 入力-赤 
o ホーム信号-黄色 
o アウェイ信号-白 
o グランド（GND）- 黒 

ホールセンサーは、オープンコレクター出力を備えています。 ホールセンサーがアクティブでない場合、デフォルトの出

力は高インピーダンスです。 センサーが磁石を検出すると、ホールセンサーが出力をグランドに引き下げます。 



                           

Zaber コントローラを使用していない場合は、図に示すように、コントローラの各ホールセンサーの出力ラインにプルアッ

プ抵抗があることを確認してください。 バイパスコンデンサはオプションですが、ノイズの多い環境での誤ったトリガーを

排除するのに役立ちます。 プルアップ抵抗（RLOAD）の標準値は 10kΩ で、バイパスコンデンサの値は 0.1 uF〜1 uF
です。 静電容量が大きいほど、ノイズフィルタリングは向上しますが、応答時間が遅くなります。 

取り付け 

Zaber の M-LSM シリーズのマイクロマニピュレータは、ジョイスティックまたはコンピュータを使用して顕微鏡の下にプ

ローブを配置するために使用されます。 メートル法またはインペリアル法の光学ブレッドボードに取り付けることができ

ます。 調整可能なプローブホルダーにより、2〜13 mm のプローブ径を取り付けることができます。 コントローラは、任

意のコンピュータの RS-232 または USB ポートに接続して下さい。 

設置 

M-LSM マイクロマニピュレーターは、フラットベースまたは光学ポストに取り付けるためのアダプタープレートのいずれ

かで指定できます。 

フラットベースでの M-LSM の取り付け 

                          

フラットベース上に取り付けられた、右利き用 M-LSM ユニットです。上図の様に組み立てられます。 



                     
分かり易いように、取りだしていますが、このブラケットは平らなベースに取り付けるもので、取り付け時は組み立てられ

た状態です。 
  

                     

50mm グリッドの 4 本の M6 ネジまたは 2 インチグリッドの 1/2 "ネジを使用して、M-LSM マイクロマニピュレーターを平

らなベースに取り付けます。 

光学ポストへの M-LSM の取り付け 

                        

ポスト上に組み付けられた左利き用 M-LSM ユニット。上図はユニットが組み立てられた様子です。（光学ポストは含ま

れていません） 

                     



光学ポストに取り付ける 1/2 "または 12.7mm ブラケット. 

 

                    
 
ブラケットをオプティカルポスト上の目的の位置にスライドさせ、M6 ネジを 5 mm 六角レンチで締めて

M-LSM を所定の位置にロックします。 

                     

光学ポストが突き出さない様に注意してください。突き出ると干渉します。 上の写真は、光学ポストが動きを妨げ

る不適切な設置状態を示しています。 

  
M-LSM への電源投入 

                   

M-LSM 主要コンポーネンツ 



                     
デバイスの接続に必要なケーブルにはラベルが付いています。 注記：通常の操作では不要な追加ケーブルもあります。 
 

                      
X-MCB1 は、X-DC02 ケーブルを介して X-MCB2 に接続されます。 注記：コントローラーとジョイスティックそれぞれが

互いにデイジーチェーン接続されているので、電源は X-MCB1 または X-MCB2 のいずれかに接続して下さい。 

                      
X-JOY3 は、X-DC06 ケーブルを介して X-MCB2 に接続されます 
 

システムがインストールされたら、ジョイスティックを動かして、各軸が正しく機能していることを確認して下さい。 ステー

ジ全体を移動する前に、各ステージのホーム（原点）復帰の必要があることに注意してください。 デバイスの原点復帰

は、ジョイスティックを使用して各軸をモーター側終点移動することによって実行されます。 

M-LSM カスタムアダプタープレートに代替プローブを取り付けたい場合は、ご要望によりご対応致します。詳細につい

ては、Zaber テクニカルサポート（1-888-276-8033 または contact@zaber.com）にお問い合わせください。 

操作 

ジョイスティックは、以下の設定で事前にプログラムされています。 



                         

デフォルトの軸は、X を 1、Y を 2、Z を 3 として設定されています 

ジョイスティック 設定 

キー イベント 1 イベント 2 イベント 3 イベント 4 

 1 
 

停止 実行軸 3 (Z)の設定 軸速度スケールを 0 に 

設定 ( Z 無効) 

 2 
 

基準位置設定 参照位置（原点）へ移動 
 

 3 
 

基準位置設定 参照位置（原点）へ移動 
 

 4 
 

基準位置設定  参照位置（原点）へ移動 
 

 5 
 

基準位置設定 参照位置（原点）へ移動 
 

 6 実行軸設定 

1 (X) 

軸速度スケールを 3000 に設

定 

軸速度スケールを 80000 に 

設定 

 

 7 実行軸設定 

2 (Y) 

軸速度スケールを 3000 に設

定 

軸速度スケールを 80000 に 

設定 

 

 8 実行軸設定 

3 (Z) 

軸速度スケールを 3000 に設

定 

軸速度スケールを 80000 に 

設定 

 

ボタン 8 は、Z 軸を再度アクティブにします。 

                  

各キーのイベントパスの図。 イベントには 1〜4 の番号が付けられています。 この図は、キーを押している時間に応じ

て発行されるイベントを示しています。 

主要なイベントへのアクセス 

イベント 

1 

イベント 2 イベント 3 イベント 4 

ボタンを押

す 
ボタンのクイックリリース、2 秒

未満 

ボタンを 2 秒以上押し続

ける 

2 秒以上押し続けた後にボタンから

放す 



オレンジの LED が約 2 秒後に点滅し、イベント 3 がトリガーされたことを示します。 

ジョイスティックの設定を変更する場合は、X-JOY3 のユーザーマニュアルを参照してください。 X-JOY3 user manual. 

X-MCB1 および X-MCB2 コントローラーを使用してステージを操作するために必要な情報のほとんどは、X-MCB1 ユ

ーザーマニュアルおよび X-MCB2 ユーザーマニュアルに記載されています。 

 X-MCB1 user manual 及び X-MCB2 user manual. 

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、注文ポリシーを参照してください。 Ordering Policies. 

標準品 

標準製品とは、サフィックス 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

ークのない新品の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
は製造上の欠陥が原因で発生した欠陥のある製品を無料で修理します。 

カスタム製品（特注品） 

カスタム製品は、接尾辞 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製品を無料で修理します。 

商品の返品方法 

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 フォームを取得してください。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、出荷に含まれている必要がありま

す。 

この製品のオリジナル説明書は、https：//www.zaber.com/manuals/M-LSM で入手できます。 

 https://www.zaber.com/manuals/M-LSM. 

付録 A：デフォルト設定 

このデバイスのデフォルト設定については、Zaber サポートページを参照してください。 

the Zaber Support Page 



Product Drawings 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

仕様諸元 

仕様 データ 代替値 

マイクロステップサイズ (初期値分解能) 0.047625 µm 
 

推奨コントローラ X-MCB2 (24 V) 推奨品 X-MCB1 (24 V) 
 

動作範囲 25.4 mm 1.000 " 

精度 (同一方向) 15 µm 0.000591 " 

繰り返し精度 < 3 µm < 0.000118 " 

バックラッシュ < 12 µm < 0.000472 " 

最高速度 14 mm/s 0.551 "/s 

最低速度 0.000029 mm/s 0.000001 "/s 

速度分解能 0.000029 mm/s 0.000001 "/s 

エンコーダタイプ  なし 
 

通信インターフェース RS-232 
 

通信プロトコル Zaber Binary 又は Zaber ASCII 
 

マシンガイドタイプ  ニードルローラベアリング 
 

縦ブレ < 8 µm < 0.000315 " 

面振れ < 12 µm < 0.000472 " 

ピッチ  0.02 ° 0.349 mrad 

ロール 0.02 ° 0.349 mrad 

ヨー 0.03 ° 0.523 mrad 

プローブ径範囲  2-13 mm 
 

プローブ角度範囲  360 ° 6.283 rad 

モータ 1 回転のリニア移動量 0.6096 mm 0.024 " 

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) 
 

インダクタンス  1.7 mH/相 
 

モータ結線 D-sub 15 
 

初期値分解能 １ステップの 1/64 
 

機械駆動方式 精密級リードねじ 
 

リミット又はホーム検出 磁気式ホールセンサー 
 

可動軸数 3 
 

操作温度範囲 0 ～ 50 °C 
 

真空互換性 なし 
 

RoHS 適合 適合 
 

ステージ平行度 < 25 µm < 0.000984 " 

CE 適合 適合 
 

ジョイスティック制御 速度モード 
 

重量 0.952 kg 2.099 lb 

 
 



Charts and Notes 
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