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• 40 mm and 60 mm centre of rotation options allow for two axes of 
motion about a common centre of rotation 

• 30 N load capacity 
• Low profile, small footprint 
• Built-in controller; daisy-chains with other Zaber products 
• Encoder position feedback with slip/stall detection and automatic 

recovery 

 
製品概要 
 
Zaber's X-GSM-E Series devices are computer-controlled, motorized goniometers with a compact size and 
built-in controller and motor encoder. They are stand-alone units requiring only a standard 48 V power 
supply. An indexed knob provides convenient manual control for versatile operation even without a computer. 
These stages connect to the RS-232 port or USB port of any computer, and they can be 
daisy-chained with any other Zaber products. The daisy-chain also shares power, making it possible for 
multiple X-Series products to share a single power supply. Convenient locking, 4-pin, M8 connectors on 
the unit allow for secure connection between units. These stages are excellent for applications where a 
small profile is required. They can mount to a flat surface or stack together to share a common centre of 
rotation for two axes of angular motion. Like all of Zaber's products, the X-GSM-E Series is designed to 
be 'plug and play' and very easy to set up and operate.

X-GSM エンコーダ無モデル 
 

コントローラ内蔵モデル：X-GSM-40-T4 及び GSM40-E03T4 
 

 

 40mm と 60mm の回転中心距離オプションにより、共通の回転中心を軸とし
て 2 軸移動が可能 

 最大耐荷重：30 N 
 薄型構造、小型フットプリント 
 コントローラ組み込み、他の Zaber 社デバイスとのデイジーチェーン接続可 

 スリップ（抜けパルス）/ストール（脱調）検出及び自動補正機能付エンコ
ーダ位置情報フィードバック 

 

Zaber の X-GSM-E シリーズデバイスは、コンパクトなサイズとコントローラとモータエンコーダを内蔵したコンピ
ュータ制御モータ駆動ゴニオメータです。 標準 48V 電源のみを必要とするスタンドアローンユニットです。 インデ
ックス付きのつまみは、コンピュータなしでも多彩な操作が可能な便利な手動制御機能を提供します。 これらのス
テージは、任意のコンピュータの RS-232 ポートまたは USB ポートに接続します。他の Zaber 製品とデイジーチェー
ン接続できます。 デイジーチェーンは電力を共有できるので、複数の X シリーズ製品が単一の電源で駆動すること
が可能です。 便利なロック、4 ピン、M8 コネクタがユニット間の安全な接続を可能にします。 これらのステージ
は、小さなプロファイルが必要なアプリケーションに最適です。 2 つの角運動の軸に対して共通の回転中心を共有
するために、平面に取り付けたり、積み重ねたりすることができます。 Zaber のすべての製品と同様に、X-GSM-E

シリーズは「プラグアンドプレイ（電源投入したら即稼働）」で、セットアップと操作が非常に簡単です。 
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寸法図

２軸傾斜（ティルト）システム：  
この 2 軸チルトシステムは、積層ゴニオメトリックステージにて
構成されています。 GSM40 と GSM60 はチームとして機能する
ように設計されています。 統合されたアライメント機能により、
2 つのデバイスを一緒にマウントし、2 つの回転軸が最上部の 40 
mm の直角に交差するように設定できます。 モータがオーバーハ
ング（突き出）していないので、システム全体がフラットに組付
けできます。オプションの AP135 アダプターボードを使用して、
標準メトリック（M6×25mm）またはインチサイズ（1 / 4-20×1
インチ）ブレッドボードに取り付けできます。 
 

ゴニオメータアダプタプレート 
 - Zaber 社の X-GSM および GSM ステージ用
に設計されたこの取り付け用プレートは、光
学ブレッドボードまたは RSW、RST、RSM、
および VSR デバイスに取り付けることがで
きます。 プレートには、GSM マウント用の
タップ M3 穴とキリ穴が 4 つあります。デバ
イスとデバイスの組付け用に 25 mm 角の M6
キリ穴パターンと、メートル法/インチ法ブ
レッドボード実装用の 50 mm / 2 インチ角キ
リ穴が開いています。 
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製品仕様 
 
仕  様              データ 換算値 

マイクロステップサイズ (初期値) 0.00016252216° 2.836 µrad 

内蔵コントローラ            内蔵 

動作範囲 +/-10° 

精度 (単一方向)              0.06° 1.047000 mrad 

繰り返し精度 < 0.005° < 0.087 mrad 

バックラッシュ             < 0.01° < 0.175 mrad 

最高速度                30 °/s 5.0 rpm 

最低速度                0.00002472 °/s 0.431 µrad/s 

エンコーダ分解能 200 CPR 800 states/rev 

エンコーダタイプ            モータ組み込み矩形波出力エンコーダ 

通信インターフェース          RS-232 

通信プロトコール            Zaber ASCII (初期値), Zaber Binary 

最大中心荷重              30 N 6.7 lb 

ガイドタイプ              クロスローラベアリング 

回転中心高さ              40 mm 1.575 " 

回転中心精度              < 0.1 mm < 0.004 " 

最大電流消費              350 mA 

電源電圧                24-48 VDC 

電源プラグ 2-ピンねじ込み式端子 

モータ1回転当たり動作角         2.080283648° 

モータステップ数/回転          200 

モータタイプ              ステッパーモータ (2 相) 

インダクタンス              3.5 mH/相 

初期値分解能              1ステップの1/64 

データケーブル接続           ねじ込みロック式 4-ピン M8 

モータフレームサイズ          NEMA 08 

機械的駆動システム           精密ウォームギア 

リミット又は原点検出 磁気ホーム及び他端センサー 

手動制御                有り 

稼働軸数                 1 

取り付けインターフェース         M2 及び M3 取り付け穴 

真空対応                 無し
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仕 様   データ 換算値 

操作温度範囲             0-50 °C 

RoHS 指令適合             適合 

CE 指令適合              適合 

重量                  0.285 kg 0.628 lb 

アクセサリー 
モデル： 

製品概要 形状写真 

AP135 G ゴニオメータアダプタプレート 

  
S-XDC X-シリーズからコントローラ A-MCB2 へ

の接続用アダプターケーブル 

        
T-XDC X-シリーズから A-シリーズ / T-シリーズ

接続用アダプターケーブル 

 
X-DC06 データケーブル, 6 ft (2 m), 全ての X-シリー

ズ製品との接続用 

        
X-DC15 データケーブル, 15 ft (5 m), 全ての X-シリ

ーズ製品との接続用 

        
X-DC25 データケーブル, 25 ft (7.6 m), 全ての X-シ

リーズ製品との接続用 

        
X-TDC A-シリーズ / T-シリーズと X-シリーズ接

続用アダプターケーブル 

        
 


