
シンプルモーションコントロール 

LSA-V1 シリーズ: 低真空仕様電動マイクロステージ 

LSA-V2 シリーズ：高真空仕様電動マイクロステージ 

モデル：LSA10A-V1(V2）-TA , 及び LSA25A-V1(V2) -TA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vacuum compatible to 10-3 torr 
• 10 or 25 mm travel 
• < 25 nm microstep size 
• Up to 10 mm/s speed and up to 35 N thrust 
• Fits into the most restrictive spaces 
• Mounts directly in XY (requires AB106 angle bracket for Z axis/vertical 

mounting) 

 
Product Description 
Zaber's LSA-V series stages are designed to fit into the smallest spaces, without sacrificing performance 
or features. Small but powerful, these stages have up to 10 mm/s speed and up to 35 N thrust. With a 
microstep size of less than 25 nm, they allow for reliable ultra-fine positioning in vacuum environments. 
 
The LSA-V stages can be wired for plug-and-play use with our X-MCB1 Series stepper motor controllers. 
Only 7 feedthrough wires are required to control this device in a vacuum chamber.

モデル名 概     要 制御用コントローラ 
LSA10A-V1(V2) T4  電動ステージ、外部コントローラ使用、10ｍｍストローク X-MCB1、X-MCA 或は

市販コントローラ LSA25A-V1(V2) T4 電動ステージ、外部コントローラ使用、25ｍｍストローク 
 

 

 
モデル：LSA10A-V1-T4  
ストローク：10ｍｍ モデル：LSA25A-V1-T4 

ストローク：25ｍｍ 

•  適応真空度： 10-3 torr (V1 タイプ)  10-6 torr (V2 タイプ) 
•  ストローク：10 又は 25 mm  
•  マイクロステップサイズ：< 25 nm （ナノメートル） 
•  最高速度：10 mm/s  最大スラスト（推力）： 35 N  
•  狭いスペースへでの位置決めに最適 
•  直接ＸＹ組み付けが可能 ( Z 軸（垂直軸）で使用する場合は直角アング
ルブラケット AB106)が必要です。 

製品概要 
Zaber 社ミニチュアステージ、モデル LSA-V シリーズは、パフォーマンスや機能を犠牲にすることなく、最小のス
ペースに収まるように設計されています。 小型、強力で、最高 10 mm / s のスピードと最大 35 N の推力を備えてい
ます。 マイクロステップサイズが 25nm(ナノメートル)未満であるため、真空環境での信頼性の高い超微細位置決
めが可能です。 
 
LSA-V ステージは、当社の X-MCB1 シリーズステッパモータコントローラでプラグアンドプレイ用に配線すること
ができます。 真空チャンバ内でこのデバイスを制御するには、7 本のフィードスルーワイヤのみが必要です。 

ストローク： 
10 = 10mm 
25 = 25mm 

リードねじ選択： 
A = 精密級細目ねじ 

オプション： 
-V1 = 低真空仕様：10-3 Torr  
-V2 = 高真空仕様：10-6 Torr 
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外径寸法図

 全てのバイポーラタイプステッパーモータ、或は相
電流が 2.5 A までのアクチュエータが高分解能で駆
動でき、自由にμステップ制御ができます。 

 絶縁型デジタル入出力及びアナログ入力がそれぞれ
２点装備  

 感覚的に理解できる ASCII プロトコールにより複雑
な自動化用途への対応が簡単に達成できます。 

 D パネル、ブレッドボード、ラボベンチや装置筐体
への組み込みが簡単にできるよう設計されていま
す。 

 マニュアル操作ボタン付き 
 

  

 カスタム化可能なマイクロステップ機能を備え
た 1.0A（1.4A ピーク）の位相ドライバを内蔵し
ています。高分解能のバイポーラステッピング
モータまたはアクチュエータを制御します。 

 直感的な ASCII プロトコルにより、複雑な自動
化作業が簡素化されます。 

 パネル、ブレッドボード、ラボベンチ、DIN レ
ールおよび筐体に簡単に取り付けることができ
るように設計 

 クローズドループ制御のためのリニア、ロータ
リエンコーダ信号サポート 

 マニュアル操作ボタン無し 
 

モータコントローラ： 
モデル X-MCBN1 

モータコントローラ： 
モデル X-MCBA 

電動超小型ステージモデル：LSA 
表示単位：mm   

12.5ｍｍ格子配置 XY 軸構成用ノックピン 
テフロン線（モータ
及びセンサー用） 

10ｍｍ格子配置 LSA10-V 寸法 

12.5ｍｍ格子配置 

20ｍｍ格子配置 

再端点 

原点位置 
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製品仕様 
 
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) 0.0238125 µm 

組み込みコントローラ           無し 

推奨コントローラ             X-MCB1 (48 V) , X-MCA (48V) 推奨 

精度等級 (同一方向)            30 µm                   24µm 

繰り返し精度               < 1 µm                   < 0.000039 " 

バックラッシュ < 10 µm                   < 0.000394 " 

最高速度                 10 mm/s                  0.394 "/s 

最低速度                 0.0000145 mm/s               0.000001 "/s 

速度分解能                0.0000145 mm/s               0.000001 "/s 

エンコーダタイプ             無し 

最大トルク（推力）            35 N                    7.8 lb 

最大連続トルク              25 N                    5.6 lb 

マシンガイドタイプ            ボールベアリング 

垂直（縦）振れ               < 4 µm                   < 0.000157 " 

水平（横）振れ               < 13 µm                    < 0.000512 " 

モータ1回転での移動量           0.3048 mm                   0.012 " 

１回転でのモータステップ数          200 

モータタイプ               ステッパー (2 相) 

モータ定格電流               240 mA/相 

モータ巻き線抵抗              20.4 Ω/相 

インダクタンス                5 mH/相 

モータ定格出力               2.35 Watts 

モータ結線                 テフロン線、フライングリード D-サブコネクター付 

モータフレームサイズ             NEMA 08 

機械的駆動方式                精密リードねじ 

リミット又はホーム（原点）検出        磁気式ホールセンサー 

駆動軸数                  1 

取り付けインターフェース          M2 及び M3 タップ穴とM4 タップ付中心穴 

真空適応度                 低真空 (10-3 Torr)及び高真空(10-5 Torr) 

操作温度範囲                0 ～ 50 ° C 

RoHS 指令                  適合 

CE マーキング                                                              適合
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型  名             可動範囲              重量 

LSA10A-V1T4 10 mm (0.394 ") 0.10 kg 

LSA25A-V1T4 25 mm (0.984 ") 0.14 kg

                ア ク セ サ リ ー 
Ｌ字ブラケット 

モデル：AB106 

マイクロアングルブラケット、90 度 – 
これらの取り付けブラケットは、電動リニアステージ LSA
シリーズ用に設計されています。 X 軸または XY 軸システム
に垂直な Z 軸を追加する際に必要です。 モデル：AB106 は、
垂直に取り付けられたステージにプラットフォームを追加
する際にも使用できます。 ブラケットには M2 と M3 の取り
付け穴があり、光学ポスト用の M4 の中心穴が用意されてい
ます。 

 

接続ケーブル 
モデル：MC03/ MC04 

モータ延長ケーブル, 5 ft（1.5ｍ）,Ａ及びＸシリーズコント
ローラと一緒に使用 –  
これは、15 ピンの D-sub オス - メスの延長ケーブルで、メ
スコネクタに逆ロックハードウェアが付いています。 オス
コネクのネジとメスコネクタのネジロックソケットのつま
みネジで、A-MCB2 コントローラ、X-MCB1 コントローラ、
X-MCB2 コントローラ、および T4 終端付きモーターデバイ
スへのねじ止め接続ができます。 このケーブルを複数使用
して、MC03 または MC04 ケーブル長の延長に使用できま
す。 

 

 

 

モータケーブル（4 芯 / 軸） 
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仕様チャート

代表的マイクロステッピング精度 

目標値（μm） 

速度（mm / 秒） 

トルク（推力）・速度性能 
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〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35 

OK ビル 2 階 
Tel: 03-5924-6750 Fax:03-5924-6751 
E-mail: sales@technology-l.com  
URL: http://www.technology-link.jp 
 

目標値(mm)  

精度（代表値） 


