
 

  

 ユニバーサルドライブにより、1、2、3、または 4 軸の制御が可能になります。これには、バイポーラステッピングモーター、リニアモーター、またはフェーズご

とに最大 6 アーム（ピーク 10 A）のボイスコイルモーターが含まれます。 
 台形速度プロファイルを使用した独立軸制御や、線、円弧、または円プリミティブを使用した補間多軸制御など、さまざまな制御モードが可能です。 
 AutoDetect を使用して、接続されている ZaberAutoDetect 周辺機器を識別および構成します 
 軸ごとに 1 つの高速差動直交エンコーダ入力、1 つのシングルエンドエンコーダ入力、および 3 つのリミットスイッチ入力 
 4 つの絶縁デジタル入力、4 つの絶縁デジタル出力、4 つのアナログ入力、および 1 つのアナログ出力 
 複数の通信オプション：イーサネット、USB、および RS-232 
 直感的な ASCII プロトコル、プログラム可能なトリガー、およびマクロにより、複雑な自動化タスクが簡素化されます 
 パネル、ブレッドボード、実験台、およびエンクロージャーに簡単に取り付けることができるように設計されています 
 軸を一緒にロックして、単一の軸であるかのように同時に移動し、すべての動作を並行して実行できます。 
 非常停止入力により、危険な状況でモーターへの電力を即座に遮断できます 
 内部回生抵抗器は、ハードブレーキ時に過剰な電力を消費します。これは、必要に応じて外部回生抵抗器で増強できます。 

 

 
 
 
 

 

 

2 軸制御モータコントローラ  

モデル：X-MCC2  

 

ジンバル光学マウント: モデル OMG―T4A & 制御用コントローラ：X-MCC2   

コンパクトになったボディ
ーは光学ポストに配置でき
ます。 



 

  

 

６A モータ結線用 M12  
4 ピンメス 2 個 

モータ 3A D-サブ26極メス 2個 

電源 24~48VDC 端子ブロック、2 ピン

5mm ピッチ 

RS-232 次段へ＋電源 
M8 4 ピンメス 

RS-232 前段へ＋電源 
M8 4 ピンオス 
 

端子再生抵抗器 
端子ブロック 
2 ピン、3.5 ㎜ピッチ 

デジタル I/O 
端子ブロック 
10 ピン 3.5mm 
ピッチ 

アナログ入出力 
端子ブロック 
8 ピン 3.5mm ピッチ 

LED 表示灯 3 個 

キリ穴 4 箇所、 
M6 取り付けねじ用 

制御 1 軸、2 軸 
プッシュ：停止 
保持：モード切替 
 

E-ストップ無効ボタン 

シャーシ GND 結線 
M4 ねじ 

E-ストップ端子ブロッ

ク、4 ピン 3.5mm ピッ

チ 

イーサーネット 

USB タイプ B 

X-MCC2 汎用モータコントローラ 
寸法単位：ミリ 



 

  

 

回転中心 M6x1.0 首下5mm
光学ポスト用取り付け穴（ス

テージ底面） 

25mm 光学マウント、取り付け用ねじリング 

取 付 光 学 素 子 厚 み

8.5mm、24mm アパ―

チャー 

M6x1.0 首下 5mm 取り付け穴 

0度57.3mm, 7度62.4mm 
(最高可動範囲) 

0 度 65.5mm, 7 度 62.7mm 
 (最高可動範囲) 

D サブ 15 ピンオスコ

ネクター付ケーブル 

OMG 電動ジンバル光学マウント 
寸法；ミリ 



OMG-T4A 仕様諸元 

 

仕様 データ（仕様値） 代替値 

内蔵コントローラ 無し 
 

推奨ンとローラ 推奨モータコントローラモデル：X-MCC2 (48 V)  
 

自動検出 あり 
 

レンジ +/- 7° 
 

アパ―チャー径 24 mm 0.945" 

モータ 1 回転ステップ数 200 
 

モータイプ ステッパーモータ (2 相) 
 

モータ定格電流 240 mA/phase 
 

モータ巻き線抵抗 20.4 ohms/phase 
 

インダクタンス  5 mH/phase 
 

モータ結線 D-sub 15 
 

初期値分解能 1/64 of a step 
 

モータフレームサイズ NEMA 08 
 

機械的駆動システム 精密リードねじ 
 

リミット又はホームセンサー 磁気式ホールセンサー 
 

可動軸数 2 
 

LED 表示 無し 
 

取り付けインターフェース 光学ポスト用の M6 タップネジ穴 
 

操作温度範囲 0 ～ 50 °C 
 

光学系取り付けインターフェース 1" 又は 25 mm 光学系 
 

真空仕様 対応無し 
 

RoHS 指令適合 適合 
 

CE 適合 適合 
 

重量 0.33 kg 0.728 lb 

OMG 方位角軸 



仕様値 データ（仕様値） 代替値 

マイクロステップサイズ (初期値分解能) 0.000115378° 2.014 µrad 

精度 (単一方向にて) 0.055° 0.959750 mrad 

繰り返し精度 < 0.007° < 0.122 mrad 

バックラッシュ < 0.005° < 0.087 mrad 

最高速度 11°/s 2 rpm 

速度分解能 0.001082°/s 18.884 µrad/s 

エンコーダタイプ  None 
 

モータ 1 回転での動作角度 1.4768384° 
 

OMG 仰角軸 

仕様値 データ（仕様値） 代替値 

マイクロステップサイズ (初期値分解能) 0.000057689° 1.007 µrad 

精度 (単一方向) 0.0275° 0.479875 mrad 

繰り返し精度 < 0.004° < 0.070 mrad 

バックラッシュ < 0.0025° < 0.044 mrad 

最高速度 7°/s 1 rpm 

最低速度 0.000541°/s 9.442 µrad/s 

速度分解能 0.000541°/s 9.442 µrad/s 

エンコーダタイプ  None 
 

モータ 1 回転の移動角度 0.7384192° 
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