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Home Sensor Installation 
NM Series 

 
Do I need to install the home sensor? 
The purpose of the home sensor is to set a reference or zero position to 
synchronize the controller’s internal position with the physical device 
position. The home sensor is a Hall effect switch, which plugs into the 
motion control device. A small magnet (included) activates the Hall effect 
switch when it approaches within roughly 2 mm of the face. 
 
Most Zaber positioning products have built-in Hall effect home sensors. 
However, on the NM series of devices, the home sensor is connected with 
an M8 threaded connector. If the home sensor is connected, a home 
instruction may be issued at any time to zero the device. In certain 
applications (for example, continuous rotation at controlled velocities), 
position synchronization isn’t required, and the home sensor 
may not need to be installed. 

NM Series 

 

How can I set a reference position without installing a home sensor? 
Typically the home, tools gotolimit, or tools findrange commands are used to set a reference, and rely on at least 
one sensor being connected to the controller. If a sensor is not connected, and one of these commands are 
called, the motor will move continuously trying to find the sensor. 
 
To set a reference position without installing a home sensor, you can change the current position (pos) setting. 
 
See the ASCII Protocol reference, as well as the product manual, at www.zaber.com/support for more information 
on using these commands and settings. 
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ホーム（原点）センサー組み込み 
NM シリーズ 

ホーム（原点）センサーの取り付けは必要ですか？ 

ホームセンサの目的は、コントローラの内部位置を物理的なデバイスの位
置と同期させるための基準またはゼロ位置を設定するためです。 ホームセ
ンサはホール効果スイッチで、モーションコントロールデバイスに接続さ
れます。 付属の小さな磁石（付属）にて、センサー検出面の約 2mm 以内に
近づくとホール効果スイッチが作動します。 
 
ほとんどの Zaber 社、位置決め機器にはホール効果ホームセンサーが内蔵
されています。ただし、NM シリーズのデバイスでは、ホームセンサが M8
ネジ式コネクタに接続されて納品されます。 ホームセンサが接続されてい
る場合は、いつでもホーム命令を出してデバイスをゼロリセットすること
ができます。 特定の用途（例えば、制御された速度での連続的な回転）で
は、位置同期は必要では無いので、ホームセンサはインストールする必要
はありません。 

ホームセンサーを取り付けずに基準位置を設定するにはどうすれば良いですか？ 

代表例で言うと、"home、tool gotolimit"、"tools findrange" コマンドは、参照位置を設定するために使用され、
コントローラに接続されている少なくとも 1 つのセンサに依存します。 センサーが接続されて無い場合は、こ
れらのコマンドの 1 つが呼び出されると、モーターはセンサーを探し続けます。 

ホームセンサーを取り付けずに基準位置を設定するには、現在の位置（pos）の設定を変更することができます。
これらのコマンドと設定方法の詳細については、www.zaber.com/support の ASCII プロトコルリファレンスと製
品マニュアルを参照してください。 
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Home Sensor Installation 
NM Series 

 
How do I install the home sensor? 
The optional home sensor can be mounted either in a T-slot, using the pre-installed set screw, or to a flat surface 
with the included fastener, as shown in image 1 below. Be sure that the home sensor is mounted to a fixed part and 
the magnet to a moving part. Negative motion of the motor (eg. a negative relative move, negative constant speed 
move, or counter clockwise turn of the manual control knob) brings the magnet closer to the home sensor. The 
home sensor is equipped with a red LED, which will indicate triggering. Connecting to a powered controller and 
watching the LED can simplify the process of aligning the home sensor with the path of the magnet. The sensor 
is triggered by a magnet close to the surface, as indicated in image 2 below. The range of the sensor will be 
affected by nearby ferromagnetic material, such as steel fasteners, as well as the polarity of the magnet. The home 
sensor will be more sensitive facing the south pole of the magnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 1: Mounting Image 2: Activation 

 
 
 
For more information, visit www.zaber.com/wiki/Manuals/NM-T4 
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ホーム（原点）センサー組み込み 
NM シリーズ 

ホームセンサーをインストールするにはどうすればいいですか？ 

オプションのホームセンサーは、あらかじめ取り付けられた止めねじを使用してTスロットに取り付けるか、付
属のファスナーを使用して平らな面に取り付けることができます（下の図1を参照）。 ホームセンサーは固定部
に、マグネットは可動部に取り付けてください。 モータの負の動き（例えば、負の相対移動、負の定速移動、
または手動制御ノブの反時計回りの回転）は、磁石をホームセンサに近づける。 ホームセンサーには赤色のLED
が装備されています。これはトリガーを示します。 電源付きコントローラに接続してLEDを見ることで、ホー
ムセンサが磁石の経路に合っているかどうかのプロセスを簡素化できます。センサは、下のイメージ2に示すよ
うに、表面に近い磁石によってトリガされます。 センサーの検出範囲は、スチールファスナーのような近くの
強磁性材料や磁石の極性の影響を受けます。 ホームセンサは磁石のS極に面してより敏感になります。 

図１．取り付け 
図２．磁気検出領域 

詳細情報は “ www.zaber.com/wiki/Manuals/NM-T4” ご参照ください。 
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