
LC40ガントリーシリーズユーザーズマニュアル 

ユーザー仕様に合わせて構成された LC40 ガントリーステージ 

 

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が人身傷害、死亡、または

物的損害を引き起こす可能性がある状況での使用を目的としていません。Zaber は、当社の製品の使用に起因

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。 

予防 

 衝突の危険！Zaber ガントリーには、大きな推力と負荷容量を備えたモーション製品が含まれています。

オペレーター、作業面、および敏感な機器との衝突を防ぐように注意してください。  

 ヘビー！完全に組み立てられたガントリー製品、部分的なアセンブリ、および一部のステージ製品は非常

に重い場合があります。大きなアセンブリや製品を持ち上げたり移動したりするときは注意してください。ラ

イザーとステージ軸は、組み立て中に配置したらすぐに緩く締めて、転倒や落下の危険を防ぎます。  

 重要：ガントリー製品は、最適に機能するように適切に組み立てられ、位置合わせされている必要があ

ります。組み立て手順に厳密に従い、必要に応じていつでも Zaber カスタマーサポートに連絡してくださ

い。    

 



製品の概要 

次のドキュメントでは、特定の用語を使用して、下の図に概説されているガントリー製品の一部を参照してい

ます。 

一般的なレイアウトの 
詳細は、特定の構成によって異なる場合があります 

 

X 軸 
軸 1 および 2 

Y 軸 

 

 

 

Y 軸ケーブルおよびオプションの Z /シータ/エンド

エフェクタケーブル用の X 軸ケーブルガイド  

Z /シータ/エンドエフェクタケーブル用 Y 軸ケーブ

ルガイド  



X-MCC コントローラーおよび MC10T3 ケーブルで使

用するための外部コントローラー 
用のモーター 

X-DC ケーブルで使用するための統合コントローラ

ーを備えたモーター  

 

詳細については、製品図面を参照してください。   

ケーブルの長さ 

外部コントローラー付きの LC40 ガントリーの場合、ケーブルガイド付きの X 軸側は、最短の MC10T3 モータ

ーケーブルとペアにする必要があります。Y 軸ケーブルは、予想される X 軸の移動量より少なくとも 670mm

長くする必要があります。 

コントローラーが統合された LC40 ガントリーの場合、Y 軸モーターとコントローラーは X-DC 電源ケーブル

とデータケーブルによって X 軸モーターとコントローラーにデイジーチェーン接続されます。このケーブル

は、予想される X 軸の移動量より少なくとも 400mm 長くする必要があります。X 軸モーターとコントローラ

ーは、コンピューターに直接接続することも、追加の X-DC ケーブルで延長することもできます。 

 重要：各軸に適切な長さのケーブルがあることを確認するために、組み立てる前にすべてのケーブルと

コンポーネントをレイアウトすることをお勧めします。  

ケーブルガイドリンク 

ケーブルガイドが付属している軸の場合、ケーブルガイド内のリンクの数（終端はカウントされません）は、

最小で等しくなければなりません。軸の移動量は mm で割って 40 mm + 7 で、最も近い整数に切り上げられま

す。 

付属品 

LC40 の部品と付属品のリストは、このガントリーで使用される可能性のあるさまざまな部品と付属品を特定

するのに役立つクイックリファレンスです。  



支持構造 

推奨されるサポート 

この表は、LC40 デバイスの推奨されるサポートされていない最大スパンを示しています。 

荷重（kg） サポート間の最大スパン（m） 
0 1.4 
1 1.3 
2 1.1 
5 0.9 
10 0.8 
20 0.6 0.6 
50 0.5 

支持点は、約 40 mm x 40mm の小さな接触面を持つ必要があります。3 つ以上のサポートがあるアプリケーシ

ョンの場合、すべてのサポート面が 1m の間隔あたり 1mm 未満の偏差で共通の平面を共有していることを確

認し、常に中央から外側に向かってサポートを固定します。 

動きの真直度は、支持面の位置と向き、および取り付け手順によって異なります。非常に低い振れが必要な場

合は、支持構造の共面性に注意を払い、水平方向の偏差を測定して調整します。単一の連続した参照面とエッ

ジは、間隔を置いたサポートよりも優れた結果を得ることができますが、程度は参照の平坦度と真直度に依存

します。 

Y軸のサポート 

Y 軸の自由スパンが推奨される最大スパンを超える場合は、補強押し出しまたはプレートを使用して、たわみ

に対して Y 軸を固定する必要があります。 

LC40 ガントリーの組み立てとセットアップ 

Zaber のガントリー製品は、到着時に組み立てとセットアップが必要です。これらのガントリーは、分解、梱

包、輸送して新しい場所で使用したり、新しいアプリケーションに合わせて新しいモーションコントロール軸

で再構成したりできます。ガントリーをセットアップするには、次の手順を実行します（該当する場合）。 

 

注：手順は、さまざまなガントリー構成で使用されるすべてのハードウェアバリアントについて提供されてい

ます。構成ですべてのハードウェアが使用されるわけではありません。セクションの見出しには、該当する部

品番号が含まれます。ヘルプまたは追加情報については、いつでも Zaber カスタマーサポートに 

 

連絡してください。   



準備 

1. ハイフレックスモーターケーブルを開梱し、片方の端を垂直に 24 時間吊るして、梱包のス

トレスを軽減します。ケーブルが長すぎて 1 つにまとめられない場合は、平らな面にケーブルを

緩く巻いて 60 cm（2 フィート）などの大きな直径にし ます。 

2. ブラケット、ケーブルガイド、その他のハードウェアを開梱します。 

o ステップの正しいファスナーを簡単に識別/配置できるように、ファスナー

をラベル付きのバッグと一緒に保管してください。 

3. ステージ軸を開梱し、X 軸ステージ、Y 軸ステージ、およびその他のデバイスを特定しま

す。 

4. 外部コントローラーを使用している場合は、ステージの向きとケーブルガイドとコントロー

ラーの位置を決定します。コントローラは通常、周辺機器のモーターケーブル接続の近くのガン

トリーの端に配置されます。X 軸 1 の近くに取り付けることをお勧めします。これは、この軸が

ケーブルトラッキングを実行するためです。コントローラをガントリーからかなりの距離に取り

付ける必要がある場合は、より長いケーブルまたはケーブル延長が必要になる場合があります。

参照 MC10T3（LXXX 長い 15 ピンメスの 26 本のピンオスケーブル用）または MC10（LXXX 26

ピンメス 26 ピンのオスの拡張ケーブルここに用）：Zaber アクセサリー。  

o 注：「xxx」は cm単位の長さを示します 

5. 製品概要の一致する構成テーブルを使用して、各軸用のケーブルを特定します。  

X-MCC のセットアップとステージ接続 

関連製品 

 
X-MCC ユニバーサルモーターコントローラー 

 
MC10T3 
MC10T3L060 
MC10T3L300 
MC10T3L450 

 
MC10 

予防 

 重要！完全なデバイスの注意事項と操作手順については、X-MCC ユーザーマニュアルを確認してください。    

 重要！周辺機器を接続または切断する前に、必ず X-MCC コントローラの電源を切ってください。  



アセンブリ 

                                  
各ガントリー周辺機器に必要な MC モーターケーブルを決定します。製品概要の構成表を参照してください。  

                                  
MC ケーブルの 26 ピンオス側を X-MCC コントローラー軸に接続します。次のケーブルを接続します。•X 軸 1

から X-MCC 軸 1 •X 軸 2 から X-MCC 軸 2 •Y 軸から X-MCC 軸 3 •オプションの Z /シータから X-MCC 軸 4

（場合存在）ロッキングコネクタのネジを締めます。ガントリー軸を特定するには、製品の概要を参照してく

ださい。                                   

                                  
必要に応じて、X-MCC コントローラーをマウントします。X-MCC ユーザーマニュアルの説明を参照してくだ

さい。注：コントローラーの機能を確保するために、非常停止コネクターが「非常停止オフ」ジャンパーまた



は非常停止（ES01 など）のいずれかで再接続されていることを確認してください。  

                                   
各 MC モーターケーブルのもう一方の端を対応する周辺機器に接続し、ロッキングコネクタのネジを締めます。 

重要：ガントリーの組み立て中に、1 つまたは複数の周辺機器を切断することをお勧めします。周辺機器を接続または切断する

前に、必ず X-MCC の電源を切ってください。  

                                   

                                  
X-MCC コントローラーを USB ケーブル（U-DC06）を使用してコンピューターに接続するか、X-DC ケーブル（ジョイスティッ

クが存在する場合）を使用して X-JOY3 ジョイスティックに接続します。 

X-MCC コントローラーを 1 つ以上の電源装置に接続します。 

                                  
Zaber コンソールを開きます。3 つのステージが検出され、構成されていることを確認します。デバイスリス

トの軸の横にあるチェーンアイコンに緑色のチェックマークが表示されている必要があります。周辺機器のア

クティブ化とセットアップの詳細については、X-MCC のマニュアルを参照してください。    
                                   



ロールイン T ナットの取り付け 

 ヒント：ロールイン T ナットは、LC40 押し出しスロットにさまざまなアクセサリを取り付けるために使用できます。  

必要なツール 

 3mm 六角レンチ 

インストール 

              
1. T ナットをスロットに横にスライドさせてから、所定の位置に回転させます。 

2. T ナットが詰まっているように感じる場合は、3 mm の六角レンチをネジ穴に挿入して、さらに力を加えま

す。 

単軸セットアップ：X-NMS23-E08P1 または NMS23-E08P1T3A モーター、AC183 カップリング、

AP187 リミットセンサーマウントの取り付け 

セットアップアプリケーション 

LC40 セットアップアプリケーションは、次の手順をガイドし、X-NMS23-E08P1（統合コントローラー）モーター

の設定を構成するのに役立ちます。現在、NMS23-E08P1T3A（周辺モーター）の構成はサポートされていません。  

重要：シャフト結合 LC40 ガントリーを構築する場合は、最初に X 軸シャフト結合の手順を完了してから、これら

のモーターの組み立て手順を完了してください。   

必要なツール 

 2mm 六角レンチ 

 3mm 六角レンチ 

 5mm 六角レンチ 

モーターキットの取り付け 



 



1. クランププーリーカップリング（AC183）をモーターシャフトの端と同じ高さに取り付けます。2mm の六

角レンチを使用してカップリングを締めます。 

2. ホールセンサー（モーターに付属）を AC187 に取り付けます。画像は右利き用の取り付けを示していま

す。左利き用の取り付けは、ケーブルが左側から出るようにミラーリングされます。 

3. 右側に取り付ける場合は、カップリングをオープンボアに挿入します。左側に取り付ける場合は、3mm の

六角レンチでプラスチック製のボアカバーを取り外します。プーリーとカップリングを回転させて位置合わせ

し、しっかりと押し付けます。M4 ファスナーでモーターを固定します。ホームセンサーと取付金具（AP187）

をモーターと同じ側に取り付けます。ホームセンサーワイヤーを AP187 ブラケットの下に配線します。余分な

ケーブルは T スロットに押し込むことができます。 

4. ホームセンサーの位置を押し出しの端から約 67mm に設定します。キャリッジのホームポジションは、トラ

ベルハードリミットより約 5mm 進んでいる必要があります。 

ホームセンサーが移動の終わりに近すぎると、ホーミング中にキャリッジがクラッシュする可能性があります。

センサーが移動の終わりから離れすぎている場合、キャリッジがセンサーの後ろでパワーアップし、センサーを

検出できずにスタックする可能性があります。 

5. ドライブキットが右向きに取り付けられている場合は、すぐに機能します。ドライブが左利きの方向に取り

付けられている場合は、コントローラーの設定で進行方向を逆にする必要があります。これらのコマンドは、

Zaber コンソールから送信される次のコマンドで実行できます。  

o セット system.access 2   

o driver.dir0 を設定します   

o セット encoder.dir 1   

o セット system.access 1   

6. デバイスの物理的な移動量に一致するように最大移動量設定（limit.max）を設定します。mm単位の移動量

は、製品部品番号の LC40B に続く 4 桁から確認できます。たとえば、部品番号「LC40B1250」の移動量は

1250mm です。この移動量は、「測定単位」を mm に設定して入力するか、142 を掛けてマイクロステップに変

換する必要があります。   

AB189 アライメントバーの取り付け 

関連製品 

 
AB189 アライメントバー  

LC40 リニアガイド 

 
CG01T  

CG02T 

必要なツール 

 3mm 六角レンチ 

アセンブリ 



                                  
1. 位置合わせバー（AB189）を、ケーブルガイドを取り付ける側に張り出すように向けます。 

2. ケーブルガイドが取り付けられない場合は、どちらかの方向に向けてください 

3. アライメントバーを LC40 キャリッジの溝に取り付け、3mm の六角レンチで両方のネジを締めます 

4. 必ず各 X 軸キャリッジに位置合わせバーを取り付けてください 

AB188 取り付けクランプの組み立て 

関連製品 

 
AB188 取り付けクランプ 

 
AB189 アライメントバー 

 
LC40 リニアガイド 

予防  重要：この手順に進む前に、すべてのデバイスが個別に機能することを確認してください。  

必要なツール 

3mm 六角レンチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



1. X 軸の 1 つを構造にしっかりと取り付け、もう 1 つを自由に浮かせます。 

2. AB189 アライメントバーが Y 軸の T スロットに収まるように、Y 軸を X 軸キャリッジの上

に配置します。 

3. Y 軸側のスロットに AB188 クランプを取り付けます。 

4. Y 軸を X 軸の固定側に直角にし、AB188 クランプのネジを締めます。フローティング側につ

いても繰り返します 

5. 位置合わせに満足するまで、いずれかの X 軸デバイスのキャリッジ位置を調整します 

6. 外部コントローラーで 2 つの X 軸モーターを使用する場合は、今すぐロックステップを設定

してください 

7. 介して結合して X 軸を実行し、それはだ、旅行の全範囲、そしてあなたの構造に浮動側を固

定します 

8. クランプのすべてのネジを 3Nm まで、または手で非常にきつく締めます。 

シャフトカップリングのセットアップ：X-NMS23-E08P1 または NMS23-E08P1T3A モーター、

AC183 カップリング、AC186 カップリング、AC214Lxxx シャフトの取り付け 

関連製品 

 
X-NMS23-E08P1 モーターおよびコ

ントローラー  
NMS23-E08P1T3A モーター  

AC183 
AC186 

AC214Lxxx 

必要なツール 

 2mm 六角レンチ  

 3mm 六角レンチ 



アセンブリ 

                                  
１．AC183 プーリーカップリングを AC214Lxxx カップリングシャフトに図の方向にスライドさせ、緩めておきます。 

２．AC214Lxxx カップリングシャフトを AC186 カップリング（赤いスパイダーカップリング）の端まで挿入します。2 mm の六

角レンチを使用して、AC186 カップリングを所定の位置に締めます。 

３．AC183 プーリーカップリングを AC186 ジョーカップリングに押し付け、同じ六角レンチを使用して締めます。 

４．モーターが取り付けられるガントリーの側面にあるプーリーボアを通して、両方のカップリングを備えたシャフトをスライ

ドさせます。 

５．AP197 NEMA23 スタンドオフを LC40 のプーリーボアに対してカップリングシャフト上に配置し、モーターとプーリーボア

の間に配置します。 

６．モーターシャフトを AC186 ジョーカップリングに挿入します。シャフトをできるだけ押し下げてください。2mm の六角 

レンチを使用して所定の位置に締めます。 

７．2 番目のプーリーカップリングをカップリングシャフトのもう一方の端に、示されている方向に緩く取り付けます。 

８．両方の X 軸ステージのキャリッジを、シャフトに近いハードストップ位置まで手で引っ張ります。 

９．軽い圧力を使用して、両方のプーリーカップリングをそれぞれのプーリーボアにかみ合わせますが、まだ完全には挿入しな

いでください。 

１０．六角レンチを使用して 2 番目のプーリーカップリングをシャフトの端に締めてから、シャフト全体とカップリングアセン

ブリを両方のプーリーボアにしっかりと押し込みます。 

１１．モーターを AP197NEMA23 スタンドオフのプーリーハウジングに押し込みます。ボアと整列する必要があります。 

１２．モーターとスタンドオフをプーリーハウジングに押し付けます。モーターのコネクターが LC40 ステージの反対側を向い

ていることを確認します。 

１３．AP197 に同梱されている 4 本の長い M4 ネジをモーターフランジからプーリーハウジングに取り付け、3mm の六角レンチ

で締めます。 

１４．組み立ての指示に従って、AP187 リミットセンサマウントを完了単軸の設定：X-NMS23-E08P1 または NMS23-

E08P1T3A モーター、AC183 カップリング、AP187 リミットセンサマウントの設置、X 軸のために、と Y 軸ステージモ

ータを完了同じ指示に従って組み立てます。   

AP190 ケーブルガイドブラケットの取り付け 

関連製品 

 
AP190 

 
LC40 リニアガイド  

CG01 
 

CG02  
CG01T  

CG02T 

概要概要 

 ヒント：AP190 は、ケーブルガイドの下部終端を取り付けるために使用できます。また、ケーブルガイドが移動中にた

るむのを防ぐためのケーブルガイドサポートとしても使用できます。  



必要なツール 

 4mm 六角レンチ 

アセンブリ 

                                  
1. 付属の T ナットを LC40 押し出しの下部スロットにスライドさせます。スロットの端からアクセスできない

場合は、スロットに巻き込みます（ロールイン T ナットの取り付け）。 

2. 4 mm の六角レンチを使用して、AP190 ブラケットを押し出しに固定します。ネジを完全に締める前に、ブ

ラケットの水平位置を希望の位置に調整してください。 

CG ケーブルガイドとケーブルアセンブリ 

関連製品 

 
CG01 

 
CG02 

 
CG01T 

 
CG02T 

 
MC10T3 
MC10T3L060 
MC10T3L300 
MC10T3L450 

 
MC10 

予防 

 重要：ケーブルが長さに沿ってねじれていないことを確認してください。これにより、ケーブルの寿命が短くなる可能性があり

ます。  

アセンブリ 



                                  

ケーブルガイドを作成する前に、すべてのモーターケーブルが正しい周辺機器に接続されていることを確認してください。 

                                  
X 軸ガイドと存在する場合は Y 軸ガイドに必要なリンクの数を決定します。構成固有の数量については、製品概要を参照してく

ださい。ケーブルガイドをはがして開きます。   

 

                                       
                                   

ブレーク CGxx の適切な位置にチェーンを。 

                                  
 アタッチ CGxxT のの嵌合端に部品を CGxx 。 

 

注：取り付けアダプターに取り付けるために、これらを一時的に取り外す必要がある場合があります。 
                                   



                                  

ケーブルガイドをレイアウトし、ケーブルガイドが曲がる方向と、CGxxT 端子がケーブルガイドアダプターの

どこに取り付けられるかを決定します。 

                                  
ガイドにケーブルを敷設し、周辺コネクタがガイドの上端から出ていることを確認します。ケーブルのねじれ

を取り除き、ガイドの中央に置きます。ケーブルガイドの外側のねじれを最小限に抑えます。 

重要：Y 軸ケーブルガイドを使用している場合は、Z /シータ軸とエンドエフェクターのケーブルも X 軸ケーブ

ルガイドに含まれていることを確認してください。  

                                   



                                  
パーツを一緒にクリックして、CGxx ケーブルガイドを閉じます。 

注：CGxx 一緒クリックして示すように、ケーブルガイド部を配向させる必要があります。  

                                  

150～200 mm（6～8 インチ）のケーブル長が、接続するケーブルガイドの上端から伸びていることを確認し

ます。 

                                   
                                  

終端は、取り付けアダプターへの取り付け方法に応じて、2 つの方向に取り付けることができます。終端を反

転する必要がある場合は、ガイドでケーブルを組み立ててから、図のように終端を取り外して再度取り付ける

必要があります。 

X 軸ケーブルガイドの取り付け 

関連製品 

 
AP190 

 
AB189  

LC40 リニアガイド  
CG01  

CG02 
 

CG01T 
 

CG02T 

概要概要 

 重要：サポートされていないケーブルガイドが 200mm を超えないようにすることをお勧めします。構

造がケーブルガイドの支持面を提供しない場合は、追加の AP190 ブラケットを使用して支持することができ

ます。  

必要なツール 



 2mm 六角レンチ 

アセンブリ 

                                  
1. キャリッジをホームポジションに移動します。 

2. 2 mm の六角レンチを使用して、ケーブルガイドの上部終端を下から 3 本のネジを使用して AB189 アライメ

ントバーに固定します。 

3. 2 mm の六角レンチを使用して、3 本のネジを使用して下部端子を AP190 ケーブルガイドブラケットに固定

します。 

4. X 軸が移動の両端に到達できることを確認してください。そうでない場合は、必要に応じて AP190 の位置

を調整します。 

Y 軸ケーブルガイドの取り付け 

関連製品 

 
AP190 

 
AB189  

LC40 リニアガイド 
 

CG01 
 

CG01T 

概要概要 

 重要：Y 軸ケーブルガイドは、AB188 クランプをクリアするために、LC40 押し出しの側面から約

20mm のクリアランスが必要です。重要：Y 軸ケーブルガイドには、X 軸と交差する場所の近くをサポートするため

の AP190 ブラケットが必要でした。サポートが不足していると、移動の終わり近くで滑車ハウジングにたるみ、衝

突する可能性があります。    

必要なツール 

 2mm 六角レンチ 

アセンブリ 



                                  

                                      
                                   

1. キャリッジをホームポジションに移動します。 

2. 2 mm の六角レンチを使用して、最後の 2 つのネジ穴のみを使用して、ケーブルガイドの上部終

端を下から AB189 位置合わせバーに固定します。 

3. 2 mm の六角レンチを使用して、2 つのネジ穴のみを使用して下部端子を AP190 ケーブルガイド

ブラケットに固定します。 

4. Y 軸が移動の両端に到達できることを確認します。そうでない場合は、必要に応じて AP190 の位

置を調整します。 

5. X 軸がケーブルガイドからの干渉なしに移動の両端に到達できることを確認します。 

分解 

分解するには、組み立て手順を逆に行ってください。次のガイドラインに留意してください。 

 予期しない動きを防ぐために、デバイスを分解する前に電源を切ってください 

 将来の使用のためにファスナーを保持します 

 ケーブルガイドアセンブリを無傷に保つ 

 

操作 



ロックステップ許容値の設定 

ロックステップの許容誤差は 2 間のねじれの量を制限ロックステップ、彼らは旅行としてのステージ。許容範囲を超えると、デ

バイスが過度にねじれて損傷するのを防ぐために、デバイスが停止します。デフォルト設定をより大きな値に調整することをお

勧めします（特定の構成について以下に示す最大安全値まで）。許容値を大きく設定すると、予期しない停止や不快な停止のリ

スクが軽減され、ロックステップステージの通常の動作パフォーマンスに影響を与えることはありません。   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

デュアルモーターX 軸スラスト 

デュアルモーター構成では、2 つの X 軸モーター間の負荷分割はすべての位置で一貫しているわけではありませ
ん。2 つの X 軸のちょうど中間で負荷または抵抗を押すと、負荷は両方のモーター間で完全に共有され、使用可能
な総推力が増加しますが、Y 軸の両端に近づくと、負荷の共有が少なくなり、減少します。総推力。次の表は、おお
よその最悪の場合の負荷分散を示しています。これらの値は、組み立てられたジョイントの剛性と X 軸のベルトの
長さにも影響されるため、概算です。 

Y 軸の最大移動量（mm） 最悪の場合の負荷率（％/％） 
100 77/23 
200 73/27 
300 70/30 
500 66/34 
1000 60/40 
2000 年 56/44 
3000 54/46 

デバイス製品マニュアル 

Zaber のガントリー製品には、いくつかの Zaber モーションコントロールデバイスの組み合わせが含まれていま

す。デバイスの操作、メンテナンス手順、およびトラブルシューティングについては、これらのデバイスの詳細な

製品マニュアルを参照してください。 

Distance Between X-Axis 
Stages 

Lockstep Tolerance (microsteps) 

100 0 (unlimited) 
200 0 (unlimited) 
300 0 (unlimited) 
350 0 (unlimited) 
400 94 
500 134 
600 160 
700 187 
800 214 
900 241 
1000 267 
1250 334 
1500 401 
1750 468 
2000 535 
2250 601 
2500 668 
2750 735 
3000 802 
3250 869 
3500 936 
 



X-MCCユニバーサルドライブコントローラー 

これらのコントローラは、1～4 軸で使用できます。ガントリーでは、通常、3 軸または 4 軸のコントローラ

ーを使用して、2 つの X 軸ステージをロックステップで操作し、最大 2 つの追加の運動軸に調整された運動

を提供します。このコントローラーは、他の Zaber コントローラーまたは統合制御を備えたモーションデバ

イスとデイジーチェーン接続できます。 

LSQ-Eリニアステージ 

LSQ-E ガントリーで X 、Y およびオプションの Z 軸線形運動を提供します。 

LSQ-ECリニアステージ 

LSQ-EC ガントリーで X 、Y およびオプションの Z 軸線形運動を提供します。 

LRT-ECリニアステージ 

LRT-EC ガントリーで X 、Y およびオプションの Z 軸線形運動を提供します。 

統合コントローラーモーターキットを備えた LC40B-KM01リニアガイド 

LC40 ガントリーで X 、Y 線形運動を提供します。 

LC40B-KM02外部コントローラ用モーターキット付きリニアガイド 

LC40 ガントリーで X 、Y 線形運動を提供します。 

RSWロータリーステージ 

ガントリーにオプションの回転軸を提供します。 

追加の Zaber モーション製品は、どの Zaber ガントリーでも使用できます。製品マニュアルは、次の製品ページか

ら見つけることができます：Zaber Products  

ガントリー製品のトラブルシューティング 

次のセクションには、ガントリーの動作のトラブルシューティングに関するヒントが含まれています。個々の

ステージの動作、インジケータ情報、および追加のトラブルシューティングについては、デバイス製品マニュ

アルも参照してください。   

予期しない動作 

軸が移動コマンドに応答しません。 

軸ステージは、使用する前にホームに戻す必要がある場合があります。ホームコマンドを送信するか、

軸がロックステップグループ（X 軸）にある場合はロックステップホームコマンドを送信します。     

ロックステップグループステージ（X 軸）宛てのコマンドがロックステップモーションコマンドであること

を確認します。   

周辺機器は移動せず、移動コマンドは拒否されます。 

周辺機器のプラグが抜かれ、間違った軸に再び差し込まれた可能性があります。ペリフェラルで activate コ

マンドを送信して、引き続き使用します。   

デバイスは自力で移動し、移動の終わりに逆らって動作します。 

位置エンコーダが非同期になりました。 



デバイスの電源を入れ直すか、システムリセット（T：0）コマンドを送信してデバイスをリセットしてか

ら、home（T：1）コマンドを使用してデバイスを再初期化します。     

移動中に X軸ステージが予期せず停止しました。 

詳細については、警告フラグを参照してください。   

ステージが停止した可能性があります。X-MCC のトラブルシューティングを参照してください。  

ロックステップツイスト許容値を超えている可能性があります。ロックステップ許容値の調整を検討してく

ださい。推奨される最大設定については、「操作」セクションを参照してください。    

ロックステップステージがスタックしているか、うまく動かない 

配置が理想的でないか、ステージがねじれている可能性があります。 

lockstep setup disable を送信して、ロックステップグループを無効にします。通常、これは「lockstep 

1setupdisable」のようになります。  

位置合わせステップ、ホーミング、およびロックステップのセットアップを再度実行します。 

保証と修理 

Zaber の保証と修理の方針を参照してください注文方針。  

標準品 

標準製品は、接尾辞 ENG とそれに続く 4 桁の数字を含まない部品番号です。すべてではありませんが、ほとんどの

標準製品が当社の Web サイトに販売されています。すべての標準的な Zaber 製品は、1 か月の満足保証が付いてい

ます。あなたが購入に満足していないならば、我々はあなたの支払いから送料を差し引いたものを払い戻します。

商品は、マークのない真新しい販売可能な状態でなければなりません。Zaber 製品は 1 年間保証されています。この

期間中、Zaber は製造上の欠陥による欠陥のある製品を無料で修理します。 

カスタム製品 

カスタム製品は、接尾辞 ENG とそれに続く 4 桁の数字を含む部品番号です。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。特に明記されていない限り、カスタム製品は 1 年間保証されま

す。この期間中、Zaber は製造上の欠陥による欠陥のある製品を無料で修理します。 

商品の返品方法 

返品または修理が必要なデバイスをお持ちのお客様は、Zaber に連絡して RMA フォームを入手する必要がありま

す。このフォームに記入し、RMA 番号を受け取るには当社に返送する必要があります。RMA フォームには、デバ

イスの梱包と返品の手順が含まれています。タイムリーな処理を確実にするために、指定された RMA 番号を貨物に

含める必要があります。 

メールの更新 



製品のアップデートやプロモーションを含む定期的な電子メールニュースレターの受信をご希望の場合は、

www.zaber.com（ニュースセクション）からオンラインでサインアップしてください。ニュースレターには通常、

少なくとも 100 ドル相当のプロモーションオファーが含まれています。  

連絡先 

連絡先 Zaber・テクノロジーズ社は、次のいずれかの方法によって： 

電話 1-604-569-3780（直接） 
1-888-276-8033（北米ではフリーダイヤル） 

ファックス 1-604-648-8033 
郵便物 ＃2-605 West Kent Ave. N.、バンクーバー、ブリティッシュコロンビア、カナダ、V6P 6T7 
ウェブ www.zaber.com 

E メール 最新の電子メール連絡先情報については、当社の Web サイトにアクセスしてください。 

この製品の元の手順は、https：//www

.zaber
.com/manuals/Gantry で入手できます。  

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。   

製品図 

仕様 



仕様 値 代替ユニット 

X トラベルレンジ 100〜3500 mm    
Y トラベルレンジ 100〜3500 mm    
負荷容量 50 キロ    
再現性     
最大速度 3000 mm / s  118.110 "/ s 
最大連続推力 80 N  17.9 ポンド  

チャートとメモ 

LSQ ガントリー 

Y 軸トラベル 最大 Y 軸たわみ/荷重 1  

150mm 1.4 µm / kg 
300mm 5.3 µm / kg 
450mm 10.8 µm / kg 
600mm 20.1 µm / kg 

1：AP200クロスメンバーを使用して組み立てられた LSQガントリーの場合   

LSQGANTRY -2 軸の再現性の組み合わせ   

Y- AxisX -axis LSQxxxA LSQxxxB LSQxxxD 

LSQxxxA <3 µm <4 µm <11 µm 
LSQxxxB <4 µm <5 µm <11 µm 
LSQxxxD <11 µm <11 µm <15 µm 

 

LRT ガントリー 

Y 軸トラベル 最大 Y 軸たわみ/荷重 1  

500mm 3.5 µm / kg 
750mm 12 µm / kg 
1000mm 20 µm / kg 
1500mm 40 µm / kg 

1：AP201クロスメンバーを使用して組み立てられた LRTガントリーの場合   

LRTGANTRY -2 軸の再現性の組み合わせ   

Y- AxisX -axis LRTxxxA LRTxxxB LRTxxxD LRTxxxH 
LRTxxxA <6 µm <6 µm <9 µm <6 µm 
LRTxxxB <6 µm <6 µm <9 µm <6 µm 
LRTxxxD <9 µm <9 µm <12 µm <9 µm 
LRTxxxH <6 µm <6 µm <9 µm <6 µm 

LC40GANTRY-推奨されるサポート  

負荷 サポート間の最大スパン 

0 kg 1.4 メートル 
1kg 1.3 メートル 
2 kg 1.1 メートル 
5kg 0.9 メートル 
10kg 0.8 メートル 
20kg 0.6 メートル 
50kg 0.5 メートル 

ガントリーで使用される特定のステージの詳細な仕様については、次のページにアクセスしてください。 

 LSQ-E リニアステージ  

 LRT-EC ：リニアステージ 

 LC40 ：リニアステージ 



この製品は FreeRTOSカーネルを使用しています。FreeRTOSは© 2021Amazon.com 、Inc。またはその関連会社であり、次のライセンスによ

って管理されています。 

全著作権所有。 

これにより、このソフトウェアおよび関連するドキュメントファイル（「ソフトウェア」）のコピーを取得するすべての人に、使用、コピー、

変更、マージの権利を含むがこれに限定されない制限なしにソフトウェアを取り扱う許可が無料で付与されます。 、ソフトウェアのコピーを公

開、配布、サブライセンス、および/または販売すること、およびソフトウェアが提供される人に、以下の条件に従ってそうすることを許可する

こと。 

上記の著作権表示およびこの許可通知は、本ソフトウェアのすべてのコピーまたは大部分に含まれるものとします。 

本ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、商品性、特定目的への適合性、および非侵害の保証を含むがこれらに限定されない、明示または黙

示を問わず、いかなる種類の保証もありません。 

いかなる場合も、作者または著作権所有者は、契約、不法行為、またはその他の行為にかかわらず、ソフトウェアまたはソフトウェアの使用ま

たはその他の取引に起因する、または関連する、いかなる請求、損害、またはその他の責任についても責任を負わないものとします。ソフトウ

ェア。 

この製品は LZ4圧縮ライブラリを使用しています。LZ4は©2011–2016 Yann Colletであり、次のライセンスによって管理されています。 

全著作権所有。 

以下の条件が満たされている場合、変更の有無にかかわらず、ソース形式およびバイナリ形式での再配布および使用が許可されます。 

 ソースコードの再配布では、上記の著作権表示、この条件のリスト、および次の免責事項を保持する必要があります。 

 バイナリ形式での再配布では、上記の著作権表示、この条件のリスト、および以下の免責事項を、配布に付属するドキュ

メントやその他の資料に複製する必要があります。 

このソフトウェアは、著作権所有者および寄稿者によって「現状有姿」で提供され、商品性および特定目的への適合性の黙示の保証を含むがこ

れに限定されない、明示または黙示の保証は否認されます。いかなる場合も、著作権所有者または寄稿者は、直接的、間接的、偶発的、特別、

模範的、または結果的な損害（代替の商品またはサービスの調達、使用、データ、または利益の損失を含むがこれらに限定されない）に対して

責任を負わないものとします。またはビジネスの中断）ただし、契約、無過失責任、または不法行為（過失またはその他を含む）にかかわら

ず、このソフトウェアの使用から何らかの形で生じた責任の理論に基づいて、このソフトウェアの使用から生じたものです。 
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