
小型MMステージ

取扱説明書
このたびは、当社製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。
お読みになったあとも大切に保管し、必要なときにご活用ください。

MOTORIZED STAGES

ALS-301-HM / ALS-305-CM / ALD-301-HM / ALZ-301-HM / ALZ-305-CM

ALV-300-HM / ARS-336-HM / ALT-300-HM / ADR-301-HM / ATR-300-HM
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はじめに

このたびは、小型MMステージをお買い上げいただき、ありがとうございました。
本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、製品の機能や性能をご理
解の上、正しくお使いください。なお、お読みになった後も保管して、製品とともに末永くご
愛用ください。

この取扱説明書について

この取扱説明書は、小型MMステージの全機種を一冊にまとめて解説してあります。「設置方法」
（P.6）などについては、機種によって方法が一部異なりますので、お使いの機種をご確認の上、該
当する項目をご覧になってください。また、文章や説明図は、代表例として類似した形式のもの
が使われている場合がありますが、内容や手順については同様です。
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1 特長

小型・軽量・薄型
チャンバなど狭い場所への組み込みが容易です。

高精度・高性能
小型・軽量にもかかわらず、従来のステージと同等の高精度・高性能を誇ります。

高度な制御が可能
小型MMステージは、専用コントローラと組み合わせることにより、簡単な操作で高度な制御
が可能となります。

豊富な品揃え
小型MMステージは、X（2種）、X･Y、Z（2種）、Z昇降、回転の7種類ステージを用意。使用目的
に合わせた選択が可能です。

センサ
Z昇降ステージにはフォトセンサ、それ以外のステージにはホールICセンサを使用していま
す。また、すべての機種にリミットセンサ、または原点センサを内蔵しています。
専用コントローラからの指示により、原点センサを持たない機種においてもリミットセンサを
原点センサとして利用して簡単に、素早く正確な原点復帰を行うことができます。

本製品には20mm角の小型モータを使用しています。このモータは電流仕様が0.35A/相
です。0.75A/相を駆動させていた従来のコントローラでは、駆動させることはできませ
ん。誤って0.75A/相で本製品を駆動させるとモータが発熱し、破損する恐れがあります
ので、十分にご注意ください。

2 付属品

本製品には下記のものが付属品として同梱されています。開梱時にすべてのものが揃っているか
ご確認ください。

六角穴付きボルト（固定用）
ALS-301-HM （M2）.....................................4本
ALS-305-CM （M2）.....................................8本
ALD-301-HM （M2）.....................................4本
ALZ-301-HM （M2）.....................................2本
ALZ-305-CM （M2）.....................................2本
ALV-300-HM （M2）.....................................3本
ARS-336-HM （M2）.....................................3本
ALT-300-HM （M2）.....................................4本
ADR-301-HM （M2）.....................................4本
ATR-300-HM （M2）.....................................4本
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3 使用上のご注意

衝撃を与えないでください
本製品は精密部品で構成されています。衝撃を与えた
り、他の機器から振動の悪影響を受ける恐れのあるとこ
ろで使用しないでください。保証された精度内の動作が
行えなくなります。

分解や改造をしないでください
本製品は精密に調整されていますので、分解や改造は絶
対に行わないでください。故障や動作不良の原因になり
ます。分解や改造を起因とする精度低下や故障が発生し
た場合、保証が適用できなくなります。改造や追加工が
必要な場合には、当社営業部までご相談ください。

ステージ面に他の器具を取り付ける時は①
本製品のステージ面に別の器具などを取り付ける場合
は、取り付けネジの長さに注意してください。使用ス
テージにより異なりますが、取り付け器具の底面から3～
4mmでご使用ください。長すぎる場合、破損の原因とな
りますので注意してください。

ステージ面に他の器具を取り付ける時は②
本製品のステージ面に別の器具などを取り付ける場合
は、移動部に無理な力がかからないように移動部をしっ
かり固定した状態で取り付けを行ってください。移動部
を固定しないで力をかけると、精度に影響したり破損す
る場合がありますので、ご注意ください。

3～4mm
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磁気記録媒体を近づけないでください
ステージに使用されているモータには強力なマグネット
が使われています。磁気記録媒体をステージに近づけな
いでください。データを破損する恐れがあります。

使用環境にご注意ください
温度の極端に高いところや低いところ、温度の変化の激
しいところ、ほこりの多いところなどでは使用しないで
ください。本製品は、周囲温度10～40℃／湿度20～80％
RHでご使用ください。

移動中のステージに触れないでください
コントローラによる操作を行っているときは、移動中の
ステージに触れたり、手動ハンドルに触れたりしないで
ください。
正確な動作ができなくなり、故障や動作不良の原因とな
ります。また、指などを巻き込みけがをする恐れがあり
ます。
使用中モータは発熱しています。火傷の恐れがあります
ので、モータには触れないよう十分ご注意ください。

本製品のモータ電流仕様は0.35A/相です
本製品のモータ電流仕様は0.35A/相です。0.75A/相を駆
動させていた従来のコントローラでは、駆動させること
は出来ませんので十分にご注意ください。誤って0.75A/
相で本製品を駆動させるとモータが発熱し、破損する恐
れがあります。

異常が発生したら
使用中に異音・異臭・発煙などが発生した場合は、すぐ
に使用を中止し、コントローラ（ドライバ）の電源をOFF
にして、お買い上げの販売店または当社営業部までご連
絡ください。

10℃～40℃



6

小型MMステージ

4 設置方法

1. 設置上のご注意
●ステージはしっかりとした作業台などに、ねじで設置してください。
●取付穴の間隔、位置、ねじの数は機種によって異なります。主な仕様（P.8）を参照して、設置面にあらかじめねじ穴
加工などを施してください。

●ステージを設置する面の平面度が悪いと、性能を十分に発揮できないだけでなく故障や動作不良の原因にもなりま
す。設置面の精度には十分配慮してください。

●設置面とステージ裏面のゴミの付着や傷にご注意ください。
●ステージ設置の際、手動でステージを移動させたときは、設置終了後必ず手動でステージを中央付近に戻してくだ
さい。移動したままの状態では、リミットセンサの検知範囲外になっている場合があり、そのままモータ駆動を行
うと故障や誤動作の原因となります（回転ステージを除く）。

2. X / X•Yステージの設置
Xステージを設置する場合は、ステージを図のように移動させ取付穴が見える状態にして行います。X･Yステージの場
合も同様に、下側の軸を移動して行います。

A→B→C→Dの順序で徐々に締め付けま
す。ALS-305-CMの場合は、ねじ8本を使
用しますが、同様に離れた対角線上のねじ
を締めてください。

 注意
最後の締め付けは確実に行ってください。

設置を行う際のステージの移動について
ステージの移動は、ハンドルを回して手動で行う方法と、コントローラ制御によるモータ駆動で行う2つの方法が
あります。

 注意 ●手動でステージを移動する場合は、必ずドライバの電源を切ってください。ドライバの電源を入れ
たまま手動ハンドルを回すと、故障や動作不良の原因となります。

●自動でステージを移動する場合は、指や工具を挟まないように注意してください。故障や動作不良
の原因となるばかりではなく、けがをする恐れがあります。

ALS-301-HM, ALD-301-HM

ALS-305-CM

B D

C A

締め付け順序
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3. 回転、Z、 Z昇降ステージの設置
図のようにすべての取付穴をねじで固定します。
ARS-336-HMは3カ所、ALZ-301-HM, ALZ-305-CMは2カ所、ALV-300-HMは3カ所の取付穴があります。
各ねじを順番に少しずつ締め付けます。

 注意
最後の締め付けは確実に行ってください。

ARS-336-HM

ALZ-301-HM, ALZ-305-CM

ALV-300-HM
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1. ステージ仕様

ALS-301-HM

ALS-305-CM

5 主な仕様

製品番号（型式）

移動方向

移動量

ステージ面 

使用モータ

分解能

送りねじリード 

移動ガイド

真直度（水平・垂直）

位置決め精度

繰り返し精度 

ロストモーション

耐荷重 

質量 

最高速度

材質

ALS-301-HM ALS-305-CM
X軸1方向

±7.5mm ±25mm

30mm×30mm

PK513PB 相当（5線式ペンタゴン結線）

0.001mm

0.5mm 

V溝とクロスローラ ボールウェイ

0.008mm 0.015mm

0.015mm 0.02mm

±0.001mm±0.0005mm

0.005mm 0.007mm

19.6N（2kgf）

0.19kg0.16kg

5mm/s（5,000pps時）8mm/s（8,000pps時）

アルミ合金

24

14

20

20

2

34
.5

30 24

139
30

12 12

6-M2深ｻ5 150

ｺﾈｸﾀ

ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ

φ
18

手動ﾊﾝﾄﾞﾙ 248-2.5ｷﾘ,4.3深ｻﾞｸﾞﾘ 2424

24

23

13

20

18 2

92.5

30

1212
ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ

手動ﾊﾝﾄﾞﾙ

34
.5

30 24

6-M2深ｻ5 150

φ
18

ｺﾈｸﾀ

244-2.5ｷﾘ,4.3深ｻﾞｸﾞﾘ

24
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ALD-301-HM

製品番号（型式）

移動方向

移動量

ステージ面 

使用モータ

分解能

送りねじリード 

移動ガイド

真直度（水平・垂直）

位置決め精度

繰り返し精度 

ロストモーション

耐荷重 

質量 

最高速度（8,000pps時）

材質

XY直交度

ALD-301-HM
X・Y軸2方向

±7.5mm

30mm×30mm

PK513PB 相当（5線式ペンタゴン結線）

0.001mm

0.5mm 

V溝とクロスローラ

0.008mm

0.015mm

±0.0005mm

0.005mm

14.7N（1.5kgf）

0.01mm

0.32kg

8mm/s

アルミ合金

92
.5

30

12
12

15
0

ｺﾈｸﾀ

φ18 ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ

手動ﾊﾝﾄﾞﾙ

6-M2深ｻ5

150

ｺﾈｸﾀ

φ1
8

ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ

手動ﾊﾝﾄﾞﾙ

97

30

24 36

41

31

20

244-2.5ｷﾘ,4.3深ｻﾞｸﾞﾘ

24

23

13

20

18
18 2
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ALZ-301-HM              ALZ-305-CM

製品番号（型式）

移動方向

移動量

ステージ面 

使用モータ

分解能

送りねじリード 

移動ガイド

真直度（水平・垂直）

位置決め精度

繰り返し精度 

ロストモーション

耐荷重 

質量 

最高速度（5,000pps時）

材質

ALZ-301-HM ALZ-305-CM
Z軸1方向

±7.5mm ±25mm

30mm×30mm

PK513PB 相当（5線式ペンタゴン結線）

0.001mm

0.5mm 

V溝とクロスローラ ボールウェイ

0.008mm 0.02mm

0.015mm 0.03mm

±0.001mm

0.005mm 0.007mm

9.8N（1kgf）

0.23kg0.18kg

5mm/s

アルミ合金

33
18

34.5

30 15
12

2

24

15

6-M2深ｻ6

ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ

手動ﾊﾝﾄﾞﾙ

φ18

ｺﾈｸﾀ

15
0

92
.5

30
12

12

2-2.5ｷﾘ,4.3深ｻﾞｸﾞﾘ24

20

34.5
30
24

39
20 15

12

2

6-M2深ｻ5

14
0.
5

30

12
12

15
0

φ18
ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ

手動ﾊﾝﾄﾞﾙ

20

2-2.5ｷﾘ,4.3深ｻﾞｸﾞﾘ24

ｺﾈｸﾀ
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ALV-300-HM

製品番号（型式）

移動方向

移動量

ステージ面 

使用モータ

分解能

送りねじリード 

移動ガイド

真直度（水平・垂直）

位置決め精度

繰り返し精度 

ロストモーション

耐荷重 

質量 

最高速度（3,000pps時）

材質

ALV-300-HM
Z軸1方向

0～4mm

30mm×30mm

PK513PB 相当（5線式ペンタゴン結線）

0.001mm

0.5mm 

V溝とクロスローラ

0.01mm

0.015mm

±0.002mm

0.005mm

9.8N（1kgf）

0.32kg

3mm/s

アルミ合金

30

12
12

100

30

1212

26
～
30

4 11

20

ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ

ｺﾈｸﾀ

φ
18

150

8-M2深ｻ4

3-2.5ｷﾘ,4.3深ｻﾞｸﾞﾘ

24

24
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ARS-336-HM

製品番号（型式）

移動方向

移動量

ステージ面 

使用モータ

分解能

移動ガイド

心振れ

面振れ

位置決め精度

繰り返し精度 

ロストモーション

耐荷重 

質量 

最高速度（5,000pps時）

材質

ARS-336-HM
回転方向

360°

φ30mm

PK513PB 相当（5線式ペンタゴン結線）

0.015°

深溝玉軸受

0.02mm

0.06mm

0.18°

±0.003mm

0.02°

19.6N（2kgf）

0.18kg

75°/s

アルミ合金

330

0

30

2
22
02
5

2

3-2.5ｷﾘ,4.3深ｻﾞｸﾞﾘ

24
44

3
7
.5

1
5

2
4

86

15 M6深ｻ6.5

4-M2深ｻ4.5 ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ

手動ﾊﾝﾄﾞﾙ

φ
1
8

ｺﾈｸﾀ

φ30



13

小型MMステージ

ALT-300-HM

4-2.5ｷﾘ,4.3深ｻﾞｸﾞﾘ 24

24

150
150

ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ

手動ﾊﾝﾄﾞﾙ
φ18

ｺﾈｸﾀ

15
0

92
.5

30
12

12

8-M2深ｻ4

104.5
30
1212

ALD-301-H0M

ALV-300-H0M

62
～
66

36
2

26
～
30

製品番号（型式）

移動方向

移動量

ステージ面 

使用モータ

分解能

送りねじリード 

移動ガイド

位置決め精度

繰り返し精度 

ロストモーション

耐荷重 

質量 

最高速度

材質

直交度

ALT-300-HM
X・Y・Z軸3方向

X・Y軸±7.5mm　Z軸0～4mm

30mm×30mm

PK513PB 相当（5線式ペンタゴン結線）

0.001mm

0.5mm 

V溝とクロスローラ

0.015mm

X・Y軸±0.0005mm　Z軸0.002mm

0.005mm

9.8N（1kgf）

X・Y軸 0.01mm

0.64kg

X・Y軸　8mm/s（8,000pps時）

Z軸　      3mm/s（3,000pps時）

アルミ合金
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ADR-301-HM

30

0

330

24

4-2.5ｷﾘ,4.3深ｻﾞｸﾞﾘ 24

10
0

150

ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ

手動ﾊﾝﾄﾞﾙ
φ18

ｺﾈｸﾀ

15
0

150

148.5

61

25
36

φ30

2

製品番号（型式）

移動方向

移動量

ステージ面 

使用モータ

分解能

送りねじリード 

移動ガイド

位置決め精度

繰り返し精度 

ロストモーション

耐荷重 

質量 

最高速度

材質

直交度

ADR-301-HM
X・Y・回転3方向

X・Y軸±7.5mm　回転360°

φ30mm

PK513PB 相当（5線式ペンタゴン結線）

X・Y軸 0.001mm　回転0.015°

X・Y軸 0.5mm 

X・Y軸 V溝とクロスローラ　回転 深溝玉軸受

X・Y軸 0.015mm　回転0.18°

X・Y軸 ±0.0005mm　回転 ±0.003°

X・Y軸 0.005mm　回転 0.02°

14.7N（1.5kgf）

X・Y軸 0.01mm

0.5kg

X・Y軸　8mm/s（8,000pps時）

回転　      75°/s（5,000pps時）

アルミ合金
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ATR-300-HM

107.5

1212

92
.5

12
12

M6深ｻ6.5

4-M2深ｻ4.5

ｺﾈｸﾀ
ｺﾈｸﾀ

ｺﾈｸﾀ

ｺﾈｸﾀ

ALD-301-HM

ALV-300-HM

ARS-336-HM

87
～
91

36

2

25
26
～
30

24

4-2.5ｷﾘ,4.3深ｻﾞｸﾞﾘ
24

製品番号（型式）

移動方向

移動量

ステージ面 

使用モータ

分解能

送りねじリード 

移動ガイド

位置決め精度

繰り返し精度 

ロストモーション

耐荷重 

質量 

最高速度

材質

直交度

ATR-300-HM
X・Y・Z・回転4方向

X・Y軸 ±7.5mm　Z軸 0～4mm　回転360°

φ30mm

PK513PB 相当（5線式ペンタゴン結線）

X・Y・Z軸 0.001mm　回転0.015°

X・Y・Z軸 0.5mm 

X・Y・Z軸 V溝とクロスローラ　回転 深溝玉軸受

X・Y・Z軸 0.015mm　回転0.18°

X・Y軸 ±0.0005mm　Z軸 ±0.002mm　回転 ±0.003°

X・Y軸 0.005mm　回転 0.02°

7.84N（0.8kgf）

X・Y軸 0.01mm

0.82kg

X・Y軸　8mm/s（8,000pps時）

Z軸　　　3mm/s（3,000pps時）

回転　      75°/s（5,000pps時）

アルミ合金
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※本モータはオリエンタルモーター社製の当社専用仕様品です。

3. モータ内部結線
モータの内部結線は5線式ペンタゴン結線です。

青

赤

A相

黒

橙緑

D相

C相B相

E相

2. モータ仕様（モータ単体）

項目 仕　　　　様

モータ型式 PK513PB相当

励磁最大静止トルク 0.022 N・m

定格電流 0.35 A／相

巻線抵抗 3.5Ω／相

ロータ慣性モーメント 2.6 gcm2

質量 0.05 kg

モータ構造 ハイブリッド型

巻線相数 5相

ステップ角 フルステップ 0.72゜ハーフステップ 0.36゜

静止角度誤差 ±0.17°

絶緑抵抗 常温常湿においてモータのコイルケース間をDC500Vメガーで測定した値が

100MΩ以上あります。

絶縁耐圧 常温常湿においてモータのコイルケース間に50Hz 0.5kVを1分間印加しても異

常を認めません。

絶縁階級 UL / CSA規格：A種絶縁　／　IEC規格：B種絶縁

温度上昇 常温常湿において定格電流で5相励磁・静止状態のとき80℃以下（抵抗法）

使用温度範囲 －10℃～＋50℃

有害物質 RoHS（EU指令 2002/95/EC 27 Jan. 2003）適合

※静止角度誤差：フルステップ（0.72 ）゚無負荷時の値（負荷により変動します）
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4. コネクタ結線仕様
コネクタの結線は全機種共通です。ただし、機種によって内蔵されるセンサが異なりますので、センサが無いピン
（No.7、8、10のいずれか）には結線されていません。

センサの有無とその動作論理

ステージの種類 原点センサ（No.10） リミットセンサ（No.7,8）
回転ステージ 　　　 N.O. 　　　　　－
その他のステージ 　　　  － 　　　　　N.O.

　　　　　　　　　　　 （N.O.：ノーマルオープン　－：装備なし）

モータ PK513PB相当 コネクタ RP17-13PA-12PC
（オリエンタルモーター製） （ヒロセ電機製）

 注意 ●ステージとコントローラの間のケーブルは3m以内にしてください。
●リミットOUT、原点センサOUTはコントローラ側においてフォトカプラ等でのアイソレーション
を推奨します。

ピンNo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

内容
モータ線
モータ線
モータ線
モータ線
モータ線
センサ Vcc 4.5V～16V （※1）
＋（CW）方向リミットOUT （※2）
－（CCW）方向リミットOUT （※2）
センサ用コモン（GND）
原点センサOUT （※3）
保守用
保安用フレームグランド

－（CCW）方向リミットセンサ

原点センサ

＋（CW）方向リミットセンサ

青
赤
橙
緑
黒

GND

OUT

Vcc

Vcc

GND

GND

Vcc

OUT

OUT
※1 : ALV-300HMは、Vcc 5V～24V。
※2 : 回転ステージには、リミットはありません。
※3 : 回転ステージ以外には、原点センサはありません。

    リミットセンサを原点としてご使用ください。
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5. センサ仕様
●本製品には、ストロークエンドのリミットセンサ、または原点センサが内蔵されています。
●本製品には、2種類の方式のセンサが使用されています。Z昇降ステージにのみフォトセンサが使用され、その他の
ステージには、ホールICセンサが使用されています。

●原点センサの位置は固定で、移動することはできません。標準以外の原点位置が必要な場合には、コントローラに
よる原点復帰オフセットを利用するか、原点復帰の後必要な位置までステージを移動し、その位置を原点とするよ
うにしてください。

●原点復帰速度が速すぎると、原点信号を感知できず原点復帰が正常に行われない場合があります。その場合は、原
点復帰速度を下げてください。

ALV-300-HM ALV-300-HM以外
出力形態 オープンコレクタ
センサ電源電圧（Vcc） 5V～24V 4.5V～16V
センサ消費電流（Icc） 30mA（センサ1個当り） 10mA（センサ1個当り）
最大電圧（Vo） 30V 16V（ただし、センサ電源電圧〔Vcc〕を越えないこと）
最大電流（Io） 50mA 20mA

�
 注意 ●ホールICは磁力で動作します。ステージの周辺に強い磁力を発生するものがあると誤動作の原因と

なることがありますので、Z昇降ステージ以外のステージを使用する場合は注意が必要です。
●回転ステージ以外のステージは、手動ハンドルでステージを移動させるとリミットセンサの範囲を
超えてしまう場合があります。手動でステージを移動して、リミットセンサの範囲を超えた場合
は、必ずステージを移動中心付近に移動させてから、モータ動作を行ってください。

6. リミット、原点信号の動作論理

  リミットセンサ     原点センサ
Xステージ
XYステージ

　　  N.O. 　　   －
Zステージ
Z昇降ステージ
回転ステージ 　　    － 　　  N.O.

N.O.：ノーマルオープン

+5～24V（ALV-300-HM）
+4.5～16V（ALV-300-HM以外）

●回転ステージには、リミットはありません。
●回転ステージ以外には、原点センサはありません。
リミットセンサを原点としてご使用ください。
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6 コントローラとの接続と設定

1. 接続方法
小型MMステージは、当社製の専用コントローラQT-ADL1-35 / QT-ADM2-35 / QT-ADM3-35 / QT-AMH2A-35の
いずれかと組み合わせてご使用ください。

 注意
●上記以外のコントローラを使用すると、故障の原因となるばかりでなく、発熱、発煙、発火など重大な事故の原因
となりますので、十分にご注意ください。

●当社製であっても従来製品は、ドライバ駆動電流が異なるため使用することができませんので、ご注意ください。

当社製コントローラとの接続を示します。お客様の仕様に合わせてご購入ください。万が一、間違って購入された場合
には、速やかに当社までご連絡ください。

製品名 製品番号
1軸コントローラドライバ （0.35A／相） QT-ADL1-35
2軸コントローラドライバ （0.35A／相） QT-ADM2-35
3軸コントローラドライバ （0.35A／相） QT-ADM3-35
高機能2軸コントローラドライバ （0.35A／相） QT-AMH2A-35
接続ケーブル（2m） ACB-STS2
ドライバ側切り離しケーブル（3m） ACB-STC-D3

※ コントローラと組み合わせて使用する操作ボックスなどを用意しております。当社カタログをご参照ください。
※ ステージの軸数に合わせて、コントローラ・ドライバの台数および接続ケーブルの本数をご選定ください。

ACB-STS2

QT-ADL1-35

QT-ADM2-35

QT-ADM3-35

QT-AMH2A-35

ACB-STC-D3
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2. コントローラの設定
本製品のセンサ論理は以下のとおりです。QT-Aシリーズコントローラで動作させる場合、リミットセンサ、原点セン
サのセンサ論理を合わせる必要がありますので、ご注意ください。
コントローラの設定については、QT-Aシリーズコントローラに付属の取扱説明書も併せてご覧ください。

■ ステージのセンサ論理

ステージの種類 リミットセンサ 原点前センサ 原点センサ
ALS / ALD / ALZ / ALV

 
N.O.  － －

ARS － －  N.O.

N.O.：ノーマルオープン

●回転ステージには、リミットはありません。
●回転ステージ以外には、原点センサはありません。リミットセンサを原点としてご使用ください。

■ パラメータの設定
センサ論理と原点復帰モードは、 QT-Aシリーズコントローラのパラメータ設定「04：接続ステージ選択」で自動設定
することができます。
使用するステージの製品番号をご確認の上、以下のように設定してください。

パラメータNo. 小型MMステージ製品番号 設定値 設定されるセンサ論理と原点復帰モード
04 ALS/ ALD / ALZ / ALV    51 原点センサ：未使用 ／ 原点前センサ：未使用

原点復帰モード：リミット
ARS    31 原点センサ：N.O. ／ 原点前センサ：未使用

原点復帰モード：原点

 注意
● ALT / ADR/ ATRは、軸によって設定が異なります。ステージの種類に合わせて上記の設定値を選択してください。
●工場出荷時の初期設定は、原点センサ「N.O.」、原点前センサ「N.C.」となっています。原点センサと原点前センサの
論理設定は、原点復帰モードと関係がありますのでご注意ください。

■ パラメータの手動設定
パラメータNo.01～03を手動で設定するときは、パラメータNo.04を「00」（手動設定）にして、以下の設定を行ってく
ださい。

No. 項目 設定値 設定内容 該当機種
01 原点センサ論理 0 未使用 ALS / ALD / ALZ / ALV

1 N.O. ARS

N.O.：ノーマルオープン（通常開、A接）

No. 項目 設定値 設定内容 該当機種
02 原点前センサ論理 0 未使用 ALS / ALD / ALZ / ALV / ARS

No. 項目 設定値 設定内容 該当機種
03 原点復帰モード 2 原点・Z 相

ARS3 原点
4 リミット・Z 相

ALS / ALD / ALZ / ALV5 リミット
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原点復帰モードの手動設定
小型MMステージでは、前記表の「原点復帰モード」のうち機種によって「2または3」、「4または5」が設定できます。
当社としては、ALS / ALD / ALZ / ALVは「設定値：5」、ARSは「設定値：3」を推奨いたします。
原点復帰の動作については、コントローラの取扱説明書を参照してください。

小型MMステージ製品番号 設定値 設定される原点復帰モード
ALS / ALD / ALZ / ALV 4または5 4：リミット・Z相 ／ 5：リミット　（※1）
ARS 2または3 2：原点・Z相 ／ 3：原点　　　　　（※2）

※1：自動設定の場合、パラメータNo.03（原点復帰モード）は、「5」（リミット）に設定されます。
※2：自動設定の場合、パラメータNo.03（原点復帰モード）は、「3」（原点）に設定されます。

■ ディップスイッチの設定
QT-Aシリーズコントローラのディップスイッチを以下のように設定してください。
●工場出荷時の設定では、「N.C.」の設定となっています。
●QT-ADM2-35, QT-ADM3-35, QT-AMH2A-35は、多軸コントローラですので使用する軸に合わせて設定してく
ださい。

〈ALS / ALD / ALZ / ALV〉

〈ARS〉

3. 表示単位の設定
QT-Aシリーズコントローラでは、パラメータ設定によりステージの移動量をmm単位やμm単位などでの表示が可能
です。パラメータNo.19, 20の設定を、ステージの分解能に合わせて設定を行ってください。

〈ALS / ALD / ALZ / ALV〉
設定例：0.000mmのようにmm単位でμmの桁まで表示するには
ステージの分解能が0.001mmの場合、パラメータNo.19,20を下表のように設定します。

パラメータNo. 項目 設定値 設定内容
19 単位表示の選択 1 mm表示（1μmまで）
20 単位表示の分解能 1000 1000nm

〈ARS〉
設定例：0°00’00”のように60進の角度で表示するには
ステージの分解能が0.015度の場合、パラメータNo.19,20を下表のように設定します。

パラメータNo. 項目 設定値 設定内容
19 単位表示の選択 7 度（60進） ※
20 単位表示の分解能 15000 15000n度

※ 割り切れない数値は四捨五入して表示します。

QT-ADL1-35 QT-ADM2-35 / QT-AMH2A-35 QT-ADM3-35

1:A軸→“ON”に設定
2:B軸→“ON”に設定
3:C軸→“ON”に設定

QT-ADL1-35 QT-ADM2-35 / QT-AMH2A-35 QT-ADM3-35
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7 アクセサリ

小型MMステージには、2種類（SB-310、SB-350）のZブラケットを用意しています。このブラケットをXステージに
取り付けて、Zステージとして使用したりするなどステージの移動方向を90 変゚換する場合に使用します。

SB-310 Zブラケット（30mm角用）

15

2-2.5キリ,3.8深ザグリ24

12

30

24

4-M2

10キリ

28

24

43

4

2

4.
5

2-2.5キリ,4.3深ザグリ24

1512

30

24

8-M2

4

4.
5

2

24
24

24
9

84

SB-350 Zブラケット（30mm角用）
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8 保証と修理

■ 保証期間
取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きまたはカタログ記載の取り扱いの注意に基づき、正常な使用状態で故障が
発生した場合は、工場出荷日より次の期間、無償修理いたします。

保証期間　　工場出荷日より3 年間

ただし、納入後の故障により誘発される損害については、この対象範囲から除外させていただきます。
保証期間内でも下記の場合には有償修理となりますのでご了承ください。
・使用上の誤り、または修理や改造によるもの。
・お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
・火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および破損。
・消耗品の劣化などによる性能低下や動作異常。
・事前に当社が保証範囲外と定めた製品や部品。
※この保証は、日本国内においてのみ有効です。

■ 保証期間中の修理
お求めの販売店までご連絡ください。

■ 保証期間が過ぎてしまった場合の修理
保証期間が過ぎてしまった場合でも、お求めになった販売店にご連絡ください。故障の状態により有償にて修理いたし
ます。その際、修理期間の短縮、修理内容を確実にするために以下の事項をお知らせください。
・購入年月日、製品名、製品番号、製造番号。
・お客様の具体的な使用方法。
・具体的な故障内容。
・故障の原因となったと思われる点。

■ お問い合わせ
弊社の製品でご不明な点がありましたら下記にご連絡ください。

本社営業部 TEL.03-3257-1911 FAX.03-3257-1915



本取扱説明書に記載された内容は予告無しに変更する場合がありますのでご了承ください。また、製品についても改良
のため予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

小型MMステージ 取扱説明書　Ver.2.7
2015/05/25　ADV.

本社営業部 〒101-0063　東京都千代田区神田淡路町1-5 及川ビル3F
TEL.03-3257-1911 FAX.03-3257-1915

A002-A009



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


