
X-LDQ-AE シリーズユーザマニュアル 
High speed, precision linear motor stages with built-in controllers 

 

免責事項 

Zaber 社のデバイスは、製品の使用または故障により人身傷害、死亡、または物的損害が発生する可能性がある重要な医

療、航空、または軍事アプリケーションまたは状況での使用を意図していません。 Zaber 社は、当社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。  

注意事項 

Zaber 社のモーションコントロールデバイスは精密機器であり、取り扱いには注意が必要です。 特に、可動部分の取り扱い

には注意が必要です。 定格スラスト荷重を超える軸方向荷重、軸方向および半径方向の衝撃、ほこりやその他の汚染物

質、およびドライブコンポーネントへの損傷を避けてください。 これらは、記載された仕様を下回る程デバイスの性能を低下

させます。 

 
取り付けとメンテナンスの危険! オペレーターの安全のために、X-LDQ-AE は、すべてのクリーニング、メンテナンス、および

ステージまたは搭載物の取り付け操作中は、常に電源をオフにしておく必要があります。 電動ステージは、誤って移動コマ

ンドを与えられた場合、強い力を発揮し、非常に突然高速で移動する可能性があります。 

配送の安全性 

ステージを受け取ったら、ステージの電源を入れる前に、ステージ上部を固定している 2 つのストラップ（結束バンド）を取り

外して下さい。 ステージを搬送または輸送する場合は、輸送中にキャリッジが動かないように、交換用ストラップを取り付け

ることをお勧めします。 

使用上の重要な注意 

 強力な磁石! X-LDQ-AE ステージには、ペースメーカー機能に影響を与える可能性のある強力な磁石が含まれ

ています。 ペースメーカーご使用者は、ステージから少なくとも 20 cm 離れている必要があります。 磁石は近くの磁性物体

コントローラ及び高精度リニアエンコーダ内蔵、高速リニアモータステージ 

コントローラ 
＆ドライバー アナログ出力リニアエンコーダ 



を引き付けることもあります。 デバイスを取り付ける際は、ファスナーや工具がマグネットトラックに簡単に引き込まれる可

能性があるので注意してください。 可能な限り、非磁性の留め具と工具を使用してください。 

 安全なステージ取り付けが必要! X-LDQ-AE ステージは重く、高い慣性のために動作中に振動したりする可能性があ

ります。 ステージは、操作中は常に作業面にしっかりと固定する必要があります。 ステージの取り付けについては、＃（物

理的なインストールの項）を参照してください。 

重要事項: X-LDQ-AE ステージは、電源投入後すぐにホームに戻す（原点復帰）必要があります。 ホーム動作中、

動作がぎくしゃくすることがありますが、 ステージがホームに戻る（原点復帰すると）、モーションが制御され、スムーズにな

ります。 

 逆送動作の危険! リニアモーターステージでは、位置を維持するため、および/または負荷をサポートするための力を

提供するために、モーターコイルに電流が必要です。 電源が切断されると、キャリッジが突然または制御されない方法で動

く場合があります。 X-LDQ-AE ステージは、ドライバーの電源が切れた場合に制御不能動作をする危険性があるため、上

下動操作には適していません。 

 重要事項: X-LDQ-AE はサーボデバイスです。つまり、そのパフォーマンスは、特定の負荷に対するサーボパラメー

タの適切なチューニングに依存します。 正しくないサーボパラメータを使用すると、デバイスの動作パフォーマンスが低下す

る可能性があります。 不適切な調整は、不安定な動作をもたらし、デバイスの予期しない急速な動きを引き起こし、デバイ

スの寿命の短縮とユーザーの傷害につながる可能性があります。 デバイスの動作負荷が変更された場合、調整パラメータ

ーを一致するように更新する必要があります。 詳細については、サーボ調整ガイドラインを参照してください。 

リニアガイドの潤滑 

X-LDQ-AE シリーズのリニアステージは、循環ボールベアリングリニアガイドを使用して、デバイスのステージ上部を支持お

よびガイドします。 これらのリニアガイドは、最高の性能で可能な限り長い寿命を達成するために潤滑が必要です。 デバイ

スの定格負荷では、500 km のサービス間隔でリニアガイドの各ベアリングブロックに再潤滑することをお勧めします。 NLGI

グレード 2 のリチウムソープベースのグリースのベアリングブロックあたり 0.2cm³を使用することをお勧めします。 納品時

は、すべてのガイドは事前に潤滑されており、開梱後すぐに使用できます。 

                             

1. 潤滑作業する前に、装置の電源を切ってください。 
2. ステージ上の 4 潤滑ポートに注油して下さい。 



エンコーダの手入れとクリーニング 

X-LDQ-AE は、位置フィードバックに高精度の光学式リニアエンコーダを使用しています。 読み取りヘッドはステージ上部

の下に邪魔にならないように取り付けられていますが、テープスケールはモーター（下図）の側面に取り付けられており、デ

バイス（当ステージ）を取り付けるときに注意を怠ると損傷する可能性があります。 テープスケールに工具や留め具を接触

させないでください。 デバイスがほこりの多い環境で使用され、破片がテープスケールに付着した場合、エンコーダの信号

強度が低下する可能性があり、クリーニングが必要になります。 糸くずの出ない乾いたワイプを使用して、装置の移動に沿

ってスケールを軽く拭き、スケールを清掃して下さい。 

                       

デバイスの電源を切ってから、糸くずの出ない乾いたワイプ（布巾）でテープスケールをクリーニングして下さい。 

ケーブルチェーンのお手入れ 

X-LDQ-AE はポリマーケーブルチェーンを使用して、モーターとエンコーダのケーブルアセンブリを保護およびガイドします。 
これは堅牢なガイドですが、その機能性と寿命を確保するために注意が必要です。 ステージを移動、再配置、または持ち

上げる目的でチェーンをつかまないでください。 動作中、チェーンが静止した表面に滑ったり衝撃を与えたりすることなく、チ

ェーンが自由に動くことを確認してください 

                      

ステージを移動、再配置、または持ち上げる目的でチェーンをつかまないでください。 

ノイズ放出 

このデバイスの A 特性放射音圧レベル（SPL）は、どれほど使用しても使用中に 70 dB（A）を超えることはありません。 

クイックチュートリアル 



Zaber コンソールを使用してデバイスと通信することをお勧めします。 その他のソフトウェアオプションについては、ソフトウ

ェアページを参照してください。 使用可能なコマンドの詳細については、プロトコルマニュアルを参照してください。 

初期設定 

 

1. RS-232「Prev（前段）」および「Next（次段）」コネクタを使用して、すべての統合されたデバイスとコントローラをデイ

ジーチェーンで接続します（詳細については、デイジーチェーンデバイスを参照してください）。 
2. 次に、1 つ以上のデバイスに電源を供給して下さい。 多くのデバイスには、デイジーチェーンケーブルを介して電力

を共有しています。 それぞれのデバイスで緑色の電源インジケー.タが点灯します。 
3. ノブを回してデバイスを移動します。 ほとんどのデバイスは、最初にホームセンサーに到達（原点復帰）するまで

は、一方向にのみ動作します。 原点復帰後は、完全な移動で両方向に移動します。 
4. Zaber コンソールをダウンロードしてインストールしたら、 Zaber コンソールを起動して下さい。 
5. 最初のコントローラが接続されている通信ポートを選択します。 システムで利用可能な通信ポートを見つける方法

については、付録 A-利用可能な通信ポートを参照してください。 
6. 複数のデバイスが検出された場合、Zaber Console はそれらを再番号付けするように要求する場合があります。 

チェーンの最初のデバイス（コンピューターに最も近い）がデバイス 1 になり、次がデバイス 2 の順になります。 
 
初期化 

デバイスの電源を入れるかリセットするたびに、デバイスをホームポジション(原点位置） に戻す必要があります。 これは、

個々のデバイスまたはすべてのデバイスにホームコマンドを送信することによって実現されます。 これが完了するまで、ほ

とんどのデバイスは、センサーに向かう 1 方向の動きのみを許可します。 

デバイスの使用 

一般的に使用されるいくつかの ASCII コマンドを以下に示します。 使用可能なコマンドの完全なリストについては、プロトコ

ルマニュアルを参照してください。 

コマンド 説明 

/1 1 get pos  デバイス＃1、軸＃1 の現在の位置を問い合わせます。 

/1 1 move abs 10000  デバイス＃1、軸＃1 を 10000 エンコーダカウントの位置に移動します。 

コネクタの順序とノブの位置はデバイス

によって異なる場合があります 

手動制御ノブ 
次段デバイス
（オプション） 

PC 
（ 又 は 前

段 デバイ

ス） 電源 



/2 1 move rel -12800  12800 エンコーダーカウントでデバイス＃2、軸＃1 を負の方向に移動します。 

/1 stop  D デバイス 1 のすべての軸を加速して停止します。軸番号 0 または軸番号なしは、デバイス

上のすべての軸、またはデバイス自体を意味します。 

/move vel 153600  すべてのデバイスとすべての軸を正の方向に速度 153600 で移動します。デバイスアドレス 0

またはデバイスアドレスなしは、チェーン内のすべてのデバイスを意味します。 

 

デバイス設定の変更 

特定のデバイス設定をカスタマイズする場合の例をいくつか示します。 各設定の詳細については、プロトコルマニュアルを

参照してください。 

コマンド 説明 

/1 set maxspeed 100000  デバイスのすべての軸の速度を設定します。 

/1 get maxspeed  軸の最大速度を問い合わせます。 

/1 system restore  デバイス 1 のすべての設定をデフォルトに戻します。 

 

ファームウェアの更新 

新機能とバグ修正へのアクセスを許可するために、この Zaber デバイスは Zaber コンソールを介してリモートで更新できま

す。 更新するには、こちらの手順に従ってください： www.zaber.com/FirmwareUpdate 

デバイスの概要 

コネクタ 

すべての画像は、デバイスを眺めたとおりに表示されています。 

電源 

  

ピン番号 説明  

  1 24 - 48 V 

  2 GND (注：Zaber の電源はこのピンを AC アース

に接地して下さい。) 

注記: 静電気の蓄積によるデバイスの損傷を防ぐために、デバイスは適切に接地する必要があります。 Zaber が X シリー

ズデバイスに提供する電源は非絶縁型であるため、電源のマイナス端子を介してデバイスシャーシをアースします。 何らか

の理由で絶縁型電源を使用している場合は、電源コネクタのマイナス端子を AC アースに接続して、デバイスが接地されて

いることを確認してください。 

RS-232 通信 

 

ピン番号 前段 次段 
 

1 電源  電源 
 

2 グランド  グランド  
 

3 受信  送信  
 

4 送信  受信  
 

初期値設定 
 ボーレート: 115200 
 プロトコル: Zaber ASCII 



仕様 
 サポートされるプロトコル: Zaber ASCII, Zaber Binary 
 サポートされるボーレート: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 
 ビット数: 8 
 パリティ: 無し 
 ストップビット: 1 
 フロー制御: 無し 

 
D12 IO ピン入出力 

 
  

ピン 説明 

1 出力 #1 

2 入力 #1 

3 出力 #2 

4 GND  

 

表示灯 
Green（緑） - 電源 

 オン：コントローラ作動中。 
 1 秒に 2 回点滅：電源電圧またはコントローラの温度が範囲外です。 

 
Red（赤） - システムエラー 

 点灯/点滅：エラー発生。Zaber Technical Support.に連絡してください。 
 
Yellow（黄） - 通信/ビジー（稼働中） 

 オン：デバイスが移動しているか、データが転送されています。 
 点滅：デバイスはノブを介して手動で制御されています（速度モード）。 点滅速度は移動速度に比例します。 
 1 秒に 2 回点滅：チェックサム付きで送信された ASCII コマンドでパケット破損が発生しました。 

 
Blue（青） - 警告/エラー 

 1 秒に 2 回の点滅：過熱、範囲外の電圧、またはその他のドライバーの障害により、ドライバーが無効になっていま

す。 またはユーザーからの要求にて発生。 Fx Warning Flags.を参照. 
 一時的に、移動中：デバイスが滑っています。 
 2 秒毎のオン/オフサイクル：デバイスが脱調して停止しました。 
 点滅：停止中のデバイスに強制的に位置ずれ発生（1 秒ごとに 2 回短い点滅）、またはエンコーダが読み取りエラー

を検出し、FQ warning flag が立った（2 秒ごとに 5 回短い点滅）。 
 

取り付け 

モデル X-LDQ-AE は、 次のようにコンピュータに接続できます。 

1. M8-USB アダプター（X-USBDC）をコンピュータの USB ポートの 1 つに差し込み、デバイスをアダプターに接続し

ます。 コンピュータに接続するには、延長ケーブルを使用する必要がある場合があります。 コンピュータの電源を

切ったり、再起動したりする必要はありません。 
2. 電源プラグをデバイスの電源コネクタに接続します。 緑の LED が点灯し、デバイスに電力が供給されていることを

示します。 
3. 追加のデバイスを簡単に最初のデバイスにデイジーチェーン接続できます。 以下のデイジーチェーン接続デバイス

（Daisy-Chaining Devices）を参照してください。 
4. ソフトウェア」ページから Software をインストールします。 初期設定では、Zaber Console のご使用お勧めします。 

 



 

 
簡単な最初のテストとして、次のように入力してみてください。  

/renumber  (T:2) 
/1 home  (T:1) 
/1 move rel 10000  (T:21:10000) 

上記の move コマンドのパラメーター10000 は、10000 マイクロステップを指定しています。 デバイスのマイクロステップサイ

ズ（デフォルトの分解能）とそれが変位にどのように変換されるかを確認するには、最初に製品概要ページ（product 

overview）に移動し、デバイスを見つけてクリックし、デバイスの Web ページに移動して、[シリーズの仕様]タブをクリックしま

す。マイクロステップサイズ（デフォルトの解像度）は、[グループの仕様]セクションまたは[比較]セクションの製品仕様のリス

トに表示されます。 

デイジーチェーンデバイス 

複数のデバイスは、前段および次段コネクタを介してチェーンでシリーズ接続できます。 これにより、コンピュータへの 1 本

ケーブル接続にて任意の数のデバイスを制御できるようになり、ケーブル接続の煩雑さが軽減されます。 さらに、X シリー

ズデバイスはデイジーチェーンを介して電力を伝送するため、ほとんどの場合、電源はチェーン内の 1 デバイスにのみ接続

するだけです。 デバイスがチェーンに追加またはチェーンから削除されるときはいつでも、デバイスアドレスの競合を防ぐた

めに、renumber (T:2)コマンドを送信する必要があります。 

    

T シリーズおよび A シリーズデバイスと X シリーズデバイスをデイジーチェーン接続するには：  



 接続する前に、すべてのデバイスが同じ通信プロトコルとボーレートに設定されていることを確認します。 チェーンに

T シリーズデバイスが含まれる場合、通信プロトコルは 9600 ボーレートのバイナリでなければなりません。 

 チェーンの先頭（コンピューターに最も近い）で X シリーズデバイスを接続します。 この構成により、必要なアダプター

ケーブルの数が減ります。 

 T-XDC（または A-MCB2 をデイジーチェーン接続する場合は S-XDC）アダプターケーブルを、チェーン内の最後の X

シリーズデバイスの次のポートと、T シリーズまたは A-シリーズデバイスの前のポートに接続します。 

 X シリーズデバイスに供給される電力は、チェーン内の T シリーズまたは A シリーズデバイスには送信されません。 

 複数のシリーズをデイジーチェーン接続する場合の接続ケーブルの選択については、Zaber Technical Support にお

問い合わせください。 

物理的なインストール 

M6 ソケットキャップ（6 角）ネジ、12 mm 以上でステージを固定して下さい。2 台のステージを XY 構成で直接取り付けるこ

とができます。 

 ヒント: ピッチ、ロール、ヨー、ランアウトの精度を最高にするには、ステージを既知の平らで硬い表面に取り付けてく

ださい。 当社のテストでは、花崗岩のテーブル、グレード A の平面度で実施しています。 

 転倒の危険! キャリッジに負荷を取り付ける前に、ステージが安全な面に固定されていることを確認してください。 負

荷のある固定されていないステージは転倒の危険があります。 荷物がステージのキャリッジ（搬送テーブル）にしっかりと取

り付けられていることを確認して下さい。. 

マニュアル制御 
ほとんどの X シリーズモーションコントロール製品には、1 回転あたり 20 の戻り止め（ディテント）がある統合された押し下げ

可能なノブがあり、コンピュータを使用せずにデバイスを制御できます。 利用可能な手動の移動モードには、速度と変位の

2 つがあります。 これらのモードを切り替えるには、ノブを 1 秒間押し続けるか、knob.mode (T:109)を設定します。 

 

電源投入時、多くのデバイスは、起動位置からホームポジションに到達するまでモータに向かって移動します。 デバイスが

ホーム（作業原点）に戻ると、全範囲の移動が可能になります。 

 

速度モード 
ノブを時計回りに回すとデバイスが正の方向（前進）に移動し、反時計回りに回すと負の方向（後退）に移動します。 ノブの

戻り止め(ディテント）毎に、キャリッジの速度が上がります。 

各 方 向 に 16 の 設 定 速 度 が あ り ま す 。  速 度 プ ロ フ ァ イ ル と 最 大 速 度 は 、 knob.speedprofile (T:112) お よ び

knob.maxspeed (T:111)で構成できます。デバイスは、移動端に到着すると、停止してノブをリセットします。 

 
変位モード 
ノブを時計回りに回すとデバイスが正の方向（前進）に移動し、反時計回りに回すと負の方向（後退）に移動します。 ノブの

各 デ ィ テ ン ト に よ り 、 knob.distance (T:110) で 指 定 さ れ た 固 定 数 の マ イ ク ロ ス テ ッ プ で デ バ イ ス が 移 動 し ま す 。

knob.distance (T:110)が 0 に設定されている場合、各ノブのディテントは、move index (T:78)の移動と同様に、次のインデック

ス位置に移動します。デバイスは、maxspeed (T:42)設定で指定された速度で移動するか、デバイスがホームになっていない

場合は、maxspeed (T:42)と llimit.approach.maxspeed (T:41)の遅い方で移動します。移動の最後までのknob.distance (T:110)

未満のマイクロステップがあり、別の移動が要求された場合、デバイスは移動の最後に移動して停止します。 



 

つまみ（ノブ）機能の概要 
 つまみを回す: 

デバイスをノブの回転方向に移動します。 
 ノブを押す： 

デバイスを減速して停止します（stop (T:23)コマンドと同じ）。  
デバイスがすでに減速している場合、デバイスを即座に停止します。 
警告: 即時停止すると、製品が損傷し、寿命が短くなることがあります。 軸に大きな負荷がかかる場合は、控えめ

に使用してください。 
 ノブを 1 秒間押し続けます。 

速度モードと変位モードを切り替えます。 

軌道制御と挙動 

このセクションでは、移動コマンドが送信されたときのデバイスの軌跡の動作について説明します。 

ソフトウェアの位置制限 

デバイスの移動範囲は、最小位置と最大位置の設定によって制限されます。 デバイスの出荷時設定は、物理的な移動範

囲に一致するように構成されています。カスタマイズされた範囲が必要な場合は、limit.min (T:106)および limit.max (T:44)
の設定を適切な値に構成することにより、範囲を変更できます。現在の位置については、pos (T:60)をクエリ(問い合わせ）し

て下さい。 

最小位置 
現在位置が最小位置値よりも小さい場合、デバイスは負の方向に移動できません。 

最大位置 
現在位置が最大位置値より大きい場合、デバイスは正の方向に移動できません。 
 

移動速度 

デバイスの移動速度は、デバイスのステータスとさまざまな速度設定によって異なります。デバイスが home (T:1)コマンドに

よって初期化されていない場合、またはデバイスのホームエンドに向かって移動していない場合、移動速度はフェイルセー

フ値に制限されます。 デバイスのホームステータスは、limit.home.triggered(T:53:103)設定を読み取ることで判断できま

す。 

デバイスの移動速度は次のとおりです。 

move vel 
デバイスは、ホームステータスに関係なく、指定された速度で移動します。 

速度モードでのノブの動き 
デバイスは、ホームステータスに関係なく、指定された速度で移動します。 
速度は、knob.speedprofile (T:112)および knob.maxspeed (T:111)設定で指定されます。 

その他の動作コマンド - デバイスがホーム（原点）にない場合 
デバイスは、maxspeed (T:42)および limit.approach.maxspeed (T:41)設定の遅い方で移動します。 

その他の動作コマンド -デバイスがホーム（原点）にいる場合 
デバイスは、maxspeed (T:42)設定で指定された速度で移動します 。 

 

サーボチューニング 



このデバイスは、閉ループ位置決めサーボシステムです。 リニアエンコーダを介して継続的に位置を監視および修正しま

す。 他のサーボシステムと同様に、動作はコントローラの調整に依存します。 コンテナーから出したら直ぐに使える、軽負

荷で通常の用途向けに最適化された設定で事前調整されています。 ただし、他の閉ループフィードバックシステムと同様

に、デバイスのパフォーマンスは負荷に依存し、意図した動作範囲を大幅に超えた状態では、パフォーマンスが低下したり

不安定になる可能性があります。 したがって、大きな動的負荷または従来にない動的負荷での動作が必要な場合、または

アプリケーションで特定のパフォーマンス特性が必要な場合は、サーボパラメータを調整する必要があります。 これは、

Zaber Console のサーボ調整プラグインを使用するか、ASCII プロトコル （ASCII protocol）サーボインターフェースを介し

て行うと便利です。 

 ヒント: サーボ装置は継続的に位置を監視して修正するため、移動の最後に最終位置がどれだけ正確で安定してい

る必要があるかを指定する必要があります。 移動後にコントローラが IDLE ステータスを報告するために必要な基準は、

cloop.settle.tolerance および cloop.settle.period 設定を使用して指定されます。 最高の精度が必要なアプリケーションで

は、許容誤差を小さくして周期を長くすることをお勧めします。 セトリング時間と cloop.settle.tolerance の間には直接的な

逆の関係があり、許容値が小さすぎると、コントローラが IDLE ステータスを報告しない場合があることに注意してください。 

Zaber コンソールを使用したサーボチューニング 

Zaber Console は、サーボデバイスを調整するためのいくつかの便利な方法を提供します。 Zaber Console で、[Servo 
Tuning]タブを開き、デバイスリストから X-LDQ-AE を選択します。 ほとんどのユーザーにとって、推奨される方法は、単純

な調整方法を使用することです。 ほとんどの負荷のダイナミクスはそれらの慣性（移動質量）によって支配されるため、デバ

イスでサポートされている合計移動質量と X-LDQ-AE キャリッジの移動質量を入力するだけです。 「デバイスに書き込む」

をクリックすると、Zaber コンソールが最適化されたサーボパラメータをデバイスに適用します。サーボチューニングは常に、

さまざまなパフォーマンスのトレードオフのバランスをとる最適化を表します。 たとえば、過度にアグレッシブな（高ゲイン、

高帯域幅）サーボチューニングは、外乱を補正するための非常に高速な反応、良好な弾道追従、および高剛性を備えてい

ます。 ただし、センサーノイズにも過剰反応するため、モーターから「軋（きしみ）音」が発生する可能性があります。 対照的

に、より穏やかなサーボチューニングは、ノイズを除去するのに適しているため、スムーズなパフォーマンスを提供します

が、外乱力を補正する能力が低下し、軌道追従が弱くなります。したがって、チューニングパラメータの最適な選択は、アプ

リケーションによって異なります。イメージングアプリケーションでは、外乱力が最小限に抑えられ、チューニングがスムーズ

になります。一方、機械加工アプリケーションでは、パラメータをより高い剛性に調整することでメリットが得られます。 シン

プルチューニング方式は、アプリケーションに合わせてスライダーのサーボ追従程度を調整できるようになります。 始めた

ばかりの場合、またはどの値が最適かわからない場合は、スライダーを中央に設定すると、バランスの取れた開始点になり

ます。より上級のお客様向けに、Zaber Console は、 Zaber Console manual のマニュアルで説明されているサーボチュー

ニングの追加の方法をご提供致します。 . 

I / O の使用法と例 

X-LDQ-AE は、+ 5V 電源で動作する 1 つのデジタル入力と 2 つのデジタル出力を備えています。TTL 互換です。 X-
LDQ-AE の入力および出力機能を triggers とともに使用して、I / O チャネルの現在の値に基づいて動作を実行することも

できます。  

 入力は、動作中に最大 1mA を消費します。 
 デジタル出力は、+ 5V までの 1kΩプルアップ抵抗が事前装着されたオープンコレクタバッファを使用します。 各出

力は最大 20mA をシンクできます。 
デジタル入力 



 

入力の読み取りは、以下に示すように、ユニットに io get di コマンドを送信することによって実行されます。 

/1 io get di 1  
 
@01 0 OK IDLE -- 0 

このコマンドは、デバイスの入力（この場合は入力 1）を照会します。これはローです。 

デジタル出力 

 

以下に示すように、デジタル出力は io set do コマンドを使用して設定されます。  

/1 io set do 2 1  
 
@01 0 OK IDLE –- 0 
/1 io set do 1 0  
 
@01 0 OK IDLE –- 0 

最初のコマンドは、2 番目のデジタル出力をハイ（5V）に設定します。 次（2 番目）のコマンドは、最初のデジタル出力をロー

（0V）に設定します。. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラブルシューティング X-シリーズ モーション デバイス 

 

1. デバイスの電源を切ります 
2. 最初の軸のノブを押し続けます（該当する場合）。 
3. デバイスの電源を入れます 
4. 青色の LED が点灯するまで（約 5 秒）ノブを押し続け、放します。. 

デバイスは工場出荷時のデフォルトに戻り、初期セットアップ（Initial Setup）の手順に従って構成できます。 

正面パネル表示灯 
緑 LED 点灯. 

デバイスの電源が入っており、正常に動作しています。 
緑 LED ゆっくり点灯（フラッシュ） 

デバイスの動作条件が推奨範囲外です。これは、電源電圧が推奨範囲を超えているか下回っている場合、または

コントローラの温度が設定された制限を超えている場合に発生します。 以下を確認してください。 

以下のセクションには、一般的な問題のトラブルシューティングのヒントが含まれています。 デバイスが通信できず、正

常に動作していない場合は、次の手順で、手動で工場出荷時の状態にリセットできます。 これはほとんどの設定がリセ

ットされるのでご注意ください。 

エンコーダ信号出力（8芯コネクター）： 

 

信号： 
信号タイプ：デジタル 4分割矩形波信号 

分解能：50nm 計数サイズ（200 nmサイクルサイズ） 
注記：200 nm毎に 1回の 50 nmのトリガー信号が 

得られます。 
 

 

4分割矩形波エンコーダ出力信号：
は、A と B 相で指定される 2つの
エッジ検出信号と、ホームまたはゼ

ロ位置に対応する 3 番目の Z（原
点）信号で構成されます。 
 
また、差動型矩形波エンコーダーは

補間（反転）信号を生成し、それら

を同時に送信して（ポイント指定

で）元の信号と比較し、伝送エラー

を最小限に抑えることができます。 



 入力電圧はデバイスの動作範囲内です。 これは、get system.voltage コマンドでデバイスから読み取るこ

とができます。 
 デバイスの温度が範囲内です。 これは、get system.temperature コマンドでデバイスから読み取ることが

できます。 
緑 LED 消灯 

デバイスに電力が供給されていません。 
電源の接続と電源アダプターが正しく動作することを確認して下さい。 

赤 LED が点灯または点滅. 
重大なエラーが発生しました。 
Zaber テクニカルサポートに連絡してください。 

黄 LED が常にオフまたは点滅しているが、応答がない. 
通信エラーがあります。 
以下の「通信エラー（Communication Errors）」セクションを参照してください。  

青 移動中に LED が点滅するか、2 秒ごとに点滅します。 
デバイスがスリップ（抜けパルス）またはストール（脱調）しました. 
下記の Slipping and Stalling のセクションを参照してください。 

青 2 回のバーストを示す LED が 1 秒ごとに点滅します。 
固定装置が強制的に位置がずれています。 

青 5 回のバーストを示す LED が 2 秒ごとに点滅します。 
エンコーダで読み取りエラーが発生しました。 
 Zaber Technical Support. へお問い合わせください 

青 LED が 1 秒間に 2 回点滅します。 デバイスが動かない。 
過熱、範囲外の電圧、またはその他のドライバーの障害 またはユーザーの要求により、ドライバーが無効になって

いる可能性があります。 Fx Warning Flags.をご確認ください。 
問題が解決したら、ドライバーの有効化 driver enable を送信します。 

手動制御 
ノブをどちらかの方向に回しても動きはありません。 

ノブが無効になっている可能性があります。 
knob.enable の設定が正しいことを確認してください 
システムの復元 system restore コマンドを使用してデフォルトのパラメータを復元します。 

デバイスは移動全範囲をカバーしません. 
デバイスはホーム（原点）復帰が完了していません。  
デバイスが完全に戻された位置（ホーム）に達するまで、ノブを反時計回りに回します。 デバイスがホームになり、

移動の全範囲が利用可能になります。. 
予期しない動作 
デバイスは移動コマンドに応答しません。 

デバイスは、使用する前にホームに戻す必要がある場合があります。 
 home コマンドを送信して下さい。 

デバイスは自力（勝手に）で移動し、最終端に逆らって動作します。. 
位置エンコーダの同期が取れていません。 
デバイスの電源を入れ直すか、 システムリセット system reset コマンドを送信してから, home コマンドを使用して

デバイスを再初期化して下さい。 
デバイスの動きは非常に遅いです。 以前は速く動いていました。 

速度設定が誤って変更された可能性があります。 
 システムの復元コマンド system restore を送って下さい。 

このデバイスは、静止しているときでも小さな静音を発します。 
この状態は、閉ループ位置コントローラーがアグレッシブサーボチューニングに設定されている場合に発生します。 
ステージのパフォーマンスや寿命に影響を与えることはなく、通常の動作状態です。 
サーボゲインを下げることにより、可聴ノイズを低減または排除することができます。ノイズが非常に大きい場合は、

ゲインを下げる必要があります。 サーボチューニングの説明を参照してください。 
デバイスが振動し、固定位置を維持するのが困難。 

サーボチューニングが正しく設定されていないか、デバイスが動作している負荷とは異なる負荷に調整されている

可能性があります。 
サーボチューニングの説明を参照してください。 
 



デバイスは一貫して、許容できない量のターゲット位置をオーバーシュートします。 
ステージの負荷質量に対して加速設定が高すぎるか、サーボチューニングが不適切に設定されている可能性があ

ります。 
サーボチューニングの説明を参照してください。 

デバイスは手で自由に動かせ、その位置を保持できません。 
設定が誤って変更された可能性があります。 

 •システムリセットコマンド system reset を送信してみてください。 
デバイスのモーターが予期せず停止します。 Fx 警告フラグ Fx warning flag が出ています。 

モーター過熱保護スイッチが作動しました。 このセンサーは、デバイスの最大連続推力仕様を長時間超えた場合

にトリップします。 この状態が再発しないようにするには、加速度を減らしたり、負荷を減らしたり、デューティサイク

ルを下げたりして、モーターが出力する平均力を減らします。 
ドライバー有効化 driver enable コマンドを送信して下さい。デバイスはホーミング（原点復帰）の必要はありませ

ん。   
 
通信エラー 

デバイスとの通信がありません。 黄色の LED が点灯または点滅しません。 
チェックすべきことがいくつかあります: 

 正しいシリアルポートが選択されていることを確認してください。 ソフトウェアで他のシリアルポートを選択し

てみてください。 
 シリアル通信ソフトウェアを構成するときは、ボーレート、ハンドシェイク、パリティ、ストップビットなどを確認

してください。必要な設定は上記 RS-232 Communications セクションに記載されています。 
 すべてのデータケーブルの端に曲がったピンがないことを確認してください。 
 デバイスの電源が入っていることを確認してください。 緑の LED が点灯しているはずです。 
 コンピューターがバッテリーで動作するラップトップの場合は、電源を接続してみてください。 一部のラップト

ップは、バッテリーで実行しているときにシリアルポートを無効にします. 
 ヌルモデムアダプタまたはケーブルが使用されていないことを確認してください。 
 正しいアダプター（ある場合）が使用されていることを確認して下さい。上記の RS-232 

Communications のピン配列を参照してください。 
 カスタムソフトウェアでデバイスを制御しようとしたときに問題が発生した場合は、Zaber Web サイトのデモ

プログラムの 1 つを使用して、ハードウェアが正しく機能していることを確認してください。. 
2 つ以上のデバイスが両方ともデバイス 1 に送信されたコマンドに応答します。 

ほとんどのデバイスは、デバイス番号が 1 に設定された状態で出荷されます。Zaber コンソールを介してデバイス

を接続すると、番号を付け直すように求められます。 Zaber コンソールをインストールして開くことができない場合

は、使用しているソフトウェアで renumber renumber コマンドを送信して、すべてのデバイス番号を異なる値に設定

して下さい。 
コマンドを送信すると黄色の LED が短時間点灯しますが、デバイスは移動せず、応答しません。 

TCheck のボーレート、ハンドシェイク、パリティ、ストップビットなどは、 RS-232 通信 のデフォルトに従って 
設定されます。デバイス番号が予期したものではない可能性があります。,renumber コマンドを発行してください。. 
デバイスの番号が付け直されている間、コンピュータが他に何も送信しないことを確認してください。 カスタムソフト

ウェアでデバイスを制御しようとしたときに問題が発生した場合: 
 ZaberWeb サイトのデモプログラムを使用して、ハードウェアが正しく機能していることを確認して下さい。 
 コードの受け側コードまたは商用パッケージが正しいことを確認してください。 
 シリアルポートの設定が正しいことを確認して下さい。 
 コネクタのピンが曲がったり折れたりしていないか確認して下さい。 

スリップとストール 
デバイスはスムーズに動きますが、短時間しか動かず、その後停止します。 青色の LED が点滅していますが、デバイス

が実際にスリップしたりストールしたりしていません。 
内部エンコーダカウンタを再初期化する必要があります。 デバイスの電源を入れ直すか、 system reset コマンドを

送信してデバイスをリセットしてから home コマンドを使用してデバイスを再初期化します。 
デバイスを接地し、静的にノイズの多い環境での操作は避けてください。 

デバイスから音がしますが、動きません。 青い LED が点滅しています。 
デバイスがストールしています。 
すべての外部負荷を取り除いてみてください。 デバイスが正常に前進・後退する場合、問題は過度の負荷です。  
負荷を減らし、負荷が最大推力よりも小さいことを確認してください。 maxspeed 設定を使用してデバイスの速度を

下げることにより、より高い推力またはトルクを実現できます。デフォルトの速度と加速設定でデバイスが外部負荷

なしでストールしている場合は、サービスが必要です。 



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（Ordering Policies）を参照してください。 

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。 

付録 A-利用可能な通信ポート 

インストールされているシリアルポートの検索 
Windows 

1. スタートメニューまたはタスクバーから[検索]または[ファイル名を指定して実行]を開き、「デバイスマネージャー」と入

力して Enter キーを押します。 

                       
2. ポート（COM および LPT）カテゴリを展開します。 

                     
o この例では、2 つのシリアルポート（COM1 と COM15）が使用可能であり、どちらも USB アダプターです。 

 



Linux 
1. Finding devices 

o Open a terminal and execute the following command: 
dmesg | grep -E ttyU\?S  

o The response will be similar to the following: 
[ 2.029214] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A 

[ 2.432572] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A 

[ 2.468149] 0000:00:03.3: ttyS4 at I/O 0xec98 (irq = 17) is a 16550A 

[ 13.514432] usb 7-2: FTDI USB Serial Device converter now attached 

to ttyUSB0 
o This shows that there are 3 serial ports available: ttyS0, ttyS4 and ttyUSB0 (a USB adaptor) 

2. Checking port permissions 
o Using the ports found above, execute the following command 

ls -l /dev/tty{S0, S4, USB0}  
o The permissions, given below, show that a user has to be root or a member of the dialout group to 

be able to access these devices 
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Oct 31 06:44 /dev/ttyS0 

crw-rw---- 1 root dialout 4, 68 Oct 31 06:45 /dev/ttyS4 

crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Oct 31 07:58 /dev/ttyUSB0 
3. Checking group membership 

groups  
o The output will be similar to the following: 

adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin sambashare 
Notice that dialout is not in the list 

o A user can be added to the dialout group with the following command 
sudo adduser $USER dialout  

o Group membership will not take effect until the next logon. 
OSX 

1. Finding devices 
o Open a terminal and execute the following command: 

ls /dev/cu.*serial* 
o The response will be similar to the following: 

/dev/cu.usbserial-FTB3QAET 

/dev/cu.usbserial-FTEJJ1YW 
o This shows that there are two serial ports available, both of which happen to be USB adaptors. 
o There may be other devices that match this query, such as keyboards or some web cameras. To 

determine which one corresponds to your USB serial cable, try repeating the command with and 
without the cable connected to the computer, to see which one appears and disappears. 

 

 

 

 

 

 

 



Product Drawing 

 

仕様諸元 

仕様 仕様値 代替値 

内蔵コントローラ Yes 
 

精度 (単一方向) 2.5 µm 0.000098 " 

繰り返し精度 < 0.3 µm < 0.000012 " 

最初移動単位 50 nm 
 

最高速度 1500 mm/s 59.055 "/s 

最高加速度 19.62 m/s2 2.00 g 

最低速度 0.000001 mm/s 0.000000 "/s 

速度分解能 0.000001 mm/s 0.000000 "/s 

エンコーダカウントサイズ 1 nm 
 

エンコーダタイプ  リニアアナログエンコーダ 
 

最大トルク（推力） 40 N 9.0 lb 

最大連続トルク 35 N 7.8 lb 

通信インターフェース RS-232 
 

通信プロトコル Zaber ASCII (初期値) 
 

Maximum Centered Load  200 N 44.9 lb 

Maximum Cantilever Load  3000 N⋅cm 4248.4 oz⋅in 



仕様 仕様値 代替値 

ガイドタイプ  循環式ボールリニアガイド 
 

（ピッチ剛性） 8000 N⋅m/° 2 µrad/N⋅m 

（ロール剛性） 3800 N⋅m/° 5 µrad/N⋅m 

（ヨー剛性） 4000 N⋅m/° 4 µrad/N⋅m 

最大消費電流  3000 mA 
 

電源電圧 24-48 VDC 
 

電源プラグ 2-ピン ネジ端子 
 

モータタイプ ムービングコイル型リニアモータ 
 

モーター定格電流  2400 mA/相 
 

インダクタンス  1.24 mH/相 
 

データケーブル結線 ロック式 4-ピン M8 
 

リミット又はホーム検出 O 光学式原点（インデックスマーク） 
 

手動操作 押釦スイッチ付インデックスノブ 
 

可動軸数 1 
 

LED インジケータ  有 
 

取り付けインターフェース M6 ねじ穴 
 

操作温度範囲 0 ～ 50 °C 
 

真空互換 非対応 
 

RoHS 適合 適合 
 

CE 適合 適合 
 

移動質量 1.5 kg 3.300 lbs 

デジタル入力 1 
 

デジタル出力 2 
 

仕様対照 
パーツ番号 可動範囲 垂直振れ 面ブレ ピッチ 

X-LDQ0075C-AE53D12 75 mm  < 20 µm  < 6 µm  0.008 ° 

X-LDQ0150C-AE53D12 150 mm  < 25 µm < 12 µm 0.0015 °(0.026 mrad) 

X-LDQ0300C-AE53D12 300 mm  < 35 µm < 25 µm  0.03 ° (0.523 mrad) 

X-LDQ0450C-AE53D12 450 mm  < 40 µm  < 30 µm  0.05 ° (0.873 mrad) 

X-LDQ0600C-AE53D12 600 mm  < 45 µm  < 35 µm  0.05 ° (0.873 mrad) 

X-LDQ1000C-AE53D12 1000 mm  
   

パーツ番号 ロール ヨー 重量 

X-LDQ0075C-AE53D12 0.005 ° (0.087 mrad) 0.02 ° (0.349 mrad) 6.4 kg  

X-LDQ0150C-AE53D12 0.008 ° (0.140 mrad) 0.025 ° (0.436 mrad) 7.3 kg  

X-LDQ0300C-AE53D12 0.015 ° (0.262 mrad) 0.03 ° (0.523 mrad) 9.4 kg  

X-LDQ0450C-AE53D12 0.02 ° (0.349 mrad) 0.035 ° (0.611 mrad) 10.9 kg  

X-LDQ0600C-AE53D12 0.02 ° (0.349 mrad) 0.04 ° (0.698 mrad) 13.2 kg  

X-LDQ1000C-AE53D12 
  

18.6 kg  

 
 
 
 
 
 



チャートとノート
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