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ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

127



X軸
X-axis 

P.131

XY軸
XY-axis 

P.133

Z軸
Z-axis 

P.135

回転
Rotary

P.137

ゴニオ
Goniometry

P.138

ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

制御コントローラ
Controller

制御コントローラ
Controller

P.147

128



ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

数mm～数十mmのストロークを20～40 nmの高い分解能で位置決め制御できる高精度ステージです。
アクチュエータにPiezoMotor社のPiezoLEGS®アクチュエータを採用しています。
アクチュエータ推力として6 Nタイプと20 Nタイプがあり、静止時も推力とほぼ同じ保持力を維持
し静止安定性や外乱に対する高い位置精度を保ちます。
A high-accuracy stage capable of positioning and controlling a stroke of several to tens of millimeters with a high resolution of 
20 to 40 nm.
For the actuator of this stage, PiezoMotor's PiezoLEGS® actuator is adopted.
With two types of thrust, 6 N and 20 N offered, the stage maintains a holding force almost equal to the thrust even when it is 
static, and ensures stability in static, and high positioning accuracy against disturbance.

●●電源OFFでもセルフロッキングで位置保持 Position is retained even when the power is OFF thanks to the self-locking function
位置決め完了後、電源をOFFにしても位置ズレを起こすことのない独自のセルフロッキング（パーキング）機能を備えており、高い保持力に
より位置を維持し続けます。
After positioning operations complete, the unique self-locking (parking) function holds the position with high holding force even 
when the power is OFF, preventing misalignment.

●●リニアエンコーダ内蔵で高い位置再現性 High●positional●repeatability●with●a●built-in●linear●encoder
リニアエンコーダメーカの光学式リニアエンコーダを内蔵したタイプ（20●nm分解能）と、低価格のTHKプレシジョン製光学式リニアエン
コーダを内蔵したタイプ（40●nm分解能）があります。また、カスタム対応にて1nm分解能のリニアエンコーダへも対応しております。
A type that contains a linear encoder manufacturer's optical linear encoder (20 nm resolution), and a type containing THK PRECISION's 
low-price optical linear encoder (40 nm resolution), are offered. In addition, a type containing a linear encoder with a resolution of 1 nm 
can also be available on a custom basis.

●●真空環境対応、非磁性対応 A●type●with●a●vacuum●environment,●a●nonmagnetic●type
アクチュエータは真空対応タイプや非磁性真空タイプもカスタム対応しております。
A type of actuator withstanding vacuum and a nonmagnetic vacuum type can be custom-built.

特徴
Features
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軸
Axis

外観
Appearance

可動範囲
Moving range

分解能
Resolution

推力
Stall force

型番
Model number

詳細
Detail

直動系
Linear motion 

system

X軸
X-axis

60 80

24 ±4●mm 40●nm 6●N LS1L60(F)-08B-06

P.●131
90

110

26 ±8●mm
20●nm,●40●nm

※選択可
Selectable

6●N,●20●N
※選択可
Selectable

LS1L90(F)-16□-□

120 140

26 ±12.5●mm
20●nm,●40●nm

※選択可
Selectable

6●N,●20●N
※選択可
Selectable

LS1L120(F)-25□-□

XY軸
XY-axis

180210

36 ±8●mm 40●nm
6●N,●20●N
※選択可
Selectable

LS2K180-16B-□ P.●133

Z軸
Z-axis

120
34

115
±6●mm

20●nm,●40●nm
※選択可
Selectable

20●N LSVL90(F)-12□-20

P.●135

90 110

48 ±1.5●mm
20●nm,●40●nm

※選択可
Selectable

20●N LSVL90(F)-03□-20

回転系
Rotational

回転
Rotary

90 110

40 ±1°
0.2●秒,●0.4●秒

※選択可
Selectable

20●N LS1C90-02□-20 P.●137

ゴニオ
Goniometry

90 110

25 ±1°
0.1●秒,●0.2●秒

※選択可
Selectable

20●N LS1G□90-02□-20 P.●138

ラインナップ
Lineup

ピエゾステージとピエゾモータステージの動作原理
Operating principles of piezo stages and piezo motor stages

ピエゾステージ

Piezo-electric element

Piezo stage

圧電素子

Moving table
移動テーブル ピエゾモータステージ

Piezo motor stage

Piezo-electric element (Four legs)
圧電素子（4本足）

Moving table
移動テーブル

圧電素子の伸縮によりテーブルを動かす原理です。
The table is moved through expansion/contraction of 
piezoelectric element.

4本の足（LEGS）が伸長とベンディングを繰り返し順次
テーブルを送る原理です。
The table is fed gradually through repeated extension and 
bending of four legs.

［主な特徴］Main features
・ストロークが限定　・Limited stroke
・超高分解能　・Ultra-high resolution
・高速応答　・High speed response

［主な特徴］Main features
・長ストロークが可能　・Long strokes are possible
・高分解能　・High resolution
・電源OFFでも停止位置を維持
・The stop position is maintained even when powered OFF

ステージ特徴比較 P.●152
Stage feature comparison

「ピエゾステージ」と「ピエゾモータステージ」はどちらも圧電素子を駆動源としていますが、動作原理が違うためステージ
の特徴も異なります。
Both the "piezo stage" and the "piezo motor stage" are driven by piezoelectric elements, but due to the different operating principles 
each have their own features.
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6 weeks標準納期
See below. Standard delivery period

価格 下部参照
Price

ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

直動系
Linear motion system

X軸ステージ
X-axis stage

POINT

●● 可動域により±4●mm、±8●mm、±12.5●mmの3種類をラインナップしています。
●● 内蔵リニアスケールの性能により分解能20●nm（Type●A）と分解能40●nm（Type●B）に分類しています。
また、本体材質や推力も選べます。
本体材質：●アルミ/SUS
推力　　：●6●N/20●N

●● 真空や非磁性環境での使用もご相談ください。
●● We have a lineup of 3 types, ±4 mm, ±8 mm, and ±12.5 mm, depending on the range of motion.
●● The resolution is classified into 20 nm (Type A) and 40 nm (Type B) versions according to the performance of the 
built-in linear scale. 
The body material and thrust can also be selected.

Body material : Aluminum/SUS 
Thrust : 6 N/20 N

●● Contact us if planning to use in a vacuum or non-magnetic environment.

LS1L60 可動範囲：±4 mm     Moving range: ±4 mm

型番
Model number LS1L60-08B-06 LS1L60F-08B-06

外観
Appearance

60 80

24

可動範囲
Moving range

±4●mm●（全範囲8●mm）
Total range

分解能
Resolution

40●nm

繰り返し位置決め精度
Positioning repeatability

±40●nm

最大移動速度
Maximum travel speed

5●mm/sec

耐荷重
Load capacity

1●kg

ピッチング／ヨーイング／ローリング
Pitching/Yawing/Rolling

20"/20"/20" 15"/15"/15"

推力
Stall force

6●N

静止保持力
Holding force

6●N

光学式内蔵リニアスケール
Built-in optical linear scale

タイプ
Type

Type●B●（THKプレシジョン製）
Manufactured by THK PRECISION

スケール分割数
Scale division

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

移動ガイド
Travel guide

クロスローラーガイド
Cross roller guide

本体
Body

質量
Weight

250●g 550●g

材質
Material

アルミ
Aluminum

SUS
Stainless steel

表面処理
Surface treatment

無電解ニッケルメッキ
Electroless nickel plating

外形寸法図
Dimensional drawing P.●141　CAD CADデータ（2D,●3D）をWEBからダウンロードできます。

The CAD data can be downloaded (2D, 3D) on the website.

分解能：●40●nm
Resolution

Model: LS1L90F-16A-06

131 価格情報 THK プレシジョン 価格表 で参照いただけます。
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LS1L90

LS1L120 可動範囲：±12.5 mm     Moving range: ±12.5

可動範囲：±8 mm     Moving range: ±8

分解能：●20●nm
Resolution

分解能：●40●nm
Resolution

分解能：●20●nm
Resolution

分解能：●40●nm
Resolution

型番
Model number

LS1L90-
16A-06

LS1L90-
16A-20

LS1L90F-
16A-06

LS1L90F-
16A-20

LS1L90-
16B-06

LS1L90-
16B-20

LS1L90F-
16B-06

LS1L90F-
16B-20

外観
Appearance

90 110

26

可動範囲
Moving range

±8●mm●（全範囲16●mm）
Total range

±8●mm●（全範囲16●mm）
Total range

分解能
Resolution

20●nm 40●nm

繰り返し位置決め精度
Positioning repeatability

±20●nm ±40●nm

最大移動速度
Maximum travel speed

5●mm/sec 5●mm/sec

耐荷重
Load capacity

2●kg 2●kg

ピッチング／ヨーイング／ローリング
Pitching/Yawing/Rolling

15"/15"/15" 10"/10"/10" 15"/15"/15" 10"/10"/10"

推力
Stall force

6●N 20●N 6●N 20●N 6●N 20●N 6●N 20●N

静止保持力
Holding force

6●N 20●N 6●N 20●N 6●N 20●N 6●N 20●N

光学式内蔵リニアスケール
Built-in optical linear scale

タイプ
Type

Type●A●（レニショー製）
Manufactured by RENISHAW

Type●B●（THKプレシジョン製）
Manufactured by THK PRECISION

スケール分割数
Scale division

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

移動ガイド
Travel guide

クロスローラーガイド
Cross roller guide

クロスローラーガイド
Cross roller guide

本体
Body

質量
Weight

650●g 1350●g 650●g 1350●g

材質
Material

アルミ
Aluminum

SUS
Stainless steel

アルミ
Aluminum

SUS
Stainless steel

表面処理
Surface treatment

無電解ニッケルメッキ
Electroless nickel plating

無電解ニッケルメッキ
Electroless nickel plating

外形寸法図
Dimensional drawing P.●141　CAD CADデータ（2D,●3D）をWEBからダウンロードできます。

The CAD data can be downloaded (2D, 3D) on the website.

型番
Model number

LS1L120-
25A-06

LS1L120-
25A-20

LS1L120F-
25A-06

LS1L120F-
25A-20

LS1L120-
25B-06

LS1L120-
25B-20

LS1L120F-
25B-06

LS1L120F-
25B-20

外観
Appearance

120 140

26

可動範囲
Moving range

±12.5●mm●（全範囲25●mm）
Total range

±12.5●mm●（全範囲●25●mm）
Total range

分解能
Resolution

20●nm 40●nm

繰り返し位置決め精度
Positioning repeatability

±20●nm ±40●nm

最大移動速度
Maximum travel speed

5●mm/sec 5●mm/sec

耐荷重
Load capacity

3●kg 3●kg

ピッチング／ヨーイング／ローリング
Pitching/Yawing/Rolling

20"/20"/20" 10"/10"/10" 20"/20"/20" 10"/10"/10"

推力
Stall force

6●N 20●N 6●N 20●N 6●N 20●N 6●N 20●N

静止保持力
Holding force

6●N 20●N 6●N 20●N 6●N 20●N 6●N 20●N

光学式内蔵リニアスケール
Built-in optical linear scale

タイプ
Type

Type●A●（レニショー製）
Manufactured by RENISHAW

Type●B●（THKプレシジョン製）
Manufactured by THK PRECISION

スケール分割数
Scale division

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

移動ガイド
Travel guide

クロスローラーガイド
Cross roller guide

クロスローラーガイド
Cross roller guide

本体
Body

質量
Weight

1.0●kg 2.2●kg 1.0●kg 2.2●kg

材質
Material

アルミ
Aluminum

SUS
Stainless steel

アルミ
Aluminum

SUS
Stainless steel

表面処理
Surface treatment

無電解ニッケルメッキ
Electroless nickel plating

無電解ニッケルメッキ
Electroless nickel plating

外形寸法図
Dimensional drawing P.●142　CAD CADデータ（2D,●3D）をWEBからダウンロードできます。

The CAD data can be downloaded (2D, 3D) on the website.

Type●AとBはコネクタ形状が異なります。
Type A and Type B have different connector shapes.

Type●AとBはコネクタ形状が異なります。
Type A and Type B have different connector shapes.

132製品についてのご質問、デモ機ご要望はこちらまで https://www.thkprecision.co.jp/ 03-5735-5086
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6 weeks標準納期
See below. Standard delivery period

価格 下部参照
Price

ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

直動系
Linear motion system

Model: LS2K180-16B-20

XY軸ステージ（開口付き）
XY-axis stage with an opening

POINT

●● X軸とY軸を一体構造とし、厚みを抑えた2軸ステージです。
●● 移動テーブル中央に開口を有し、可動範囲全域において開口を塞ぐことはありません。
●● 真空や非磁性環境での使用もご相談ください。
●● A 2-axis stage with integrated X and Y axes and minimized thickness.
●● There is an opening in the center of the moving table and the opening is not blocked over the entire movable range.
●● Contact us if planning to use in a vacuum or non-magnetic environment.

LS2K180
分解能：●40●nm
Resolution

型番
Model number LS2K180-16B-06 LS2K180-16B-20

外観
Appearance

180210

36

可動範囲
Moving range

（X）±8●mm,（Y）±8●mm●（全範囲X:●16●mm,●Y:●16●mm）
Total range

分解能
Resolution

（X,●Y）40●nm

繰り返し位置決め精度
Positioning repeatability

（X,●Y）±40●nm

最大移動速度
Maximum travel speed

5●mm/sec

耐荷重
Load capacity

2●kg

ピッチング／ヨーイング／ローリング
Pitching/Yawing/Rolling

30"/30"/30"

推力
Stall force

6●N 20●N

静止保持力
Holding force

6●N 20●N

光学式内蔵リニアスケール
Built-in optical linear scale

タイプ
Type

Type●B●（THKプレシジョン製）
Manufactured by THK PRECISION

スケール分割数
Scale division

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

移動ガイド
Travel guide

クロスローラーガイド
Cross roller guide

本体
Body

質量
Weight

2.5●kg

材質
Material

アルミ
Aluminum

表面処理
Surface treatment

無電解ニッケルメッキ
Electroless nickel plating

外形寸法図
Dimensional drawing P.●143　CAD CADデータ（2D,●3D）をWEBからダウンロードできます。

The CAD data can be downloaded (2D, 3D) on the website.

可動範囲：（X）±8 mm, （Y）±8 mm     Moving range: (X)±8 mm, (Y)±8 mm

133 価格情報 THK プレシジョン 価格表 で参照いただけます。
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●● X軸ステージ2台を直交して組み合わせたXY軸ステージの構成例です。
●● XY軸一体型と比較して次の様な特徴があります。
・●X軸とY軸で異なるストロークの選定も可能です。
・●X軸とY軸を分離して、独立した2台のX軸ステージとして使用できます。
・●下側ステージが動作するとき、上側ステージとそのケーブルも一緒に動かされるため取り回しに注意が必要です。
・●組み合わせ時の直角性（走りの直交度）は規定しておりません。
●● Here are some examples of XY-axis stage configurations combined from two perpendicular X-axis stages.
●● This type of configuration offers the following features compared with an XY-axis integrated type stage.
・● Different travel ranges can be selected for the X-axis and Y-axis.
・● The X-axis and Y-axis can be separated into two independent X-axis stages.
・● When the lower stage is operating, caution is required for the cable arrangement as the upper stage and its 

cabling will also move.
・● Perpendicularity (the degree of operation orthogonality) is not stipulated when stages are combined.

ストローク
Travel range

±4●mm●（8●mm）

推力
Stall force

6●N

LS1L60の2台組み合わせ例
Example: Combining 2 LS1L60s

6060

48

ストローク
Travel range

±8●mm●（16●mm）

推力
Stall force

6●N,●20●N

LS1L90の2台組み合わせ例
Example: Combining 2 LS1L90s 9090

52

ストローク
Travel range

±12.5●mm●（25●mm）

推力
Stall force

6●N,●20●N

LS1L120の2台組み合わせ例
Example: Combining 2 LS1L120s 120120

52

X軸の組み合わせによるXY軸ステージ
XY-axis stages combined from two X-axis stages

134製品についてのご質問、デモ機ご要望はこちらまで https://www.thkprecision.co.jp/ 03-5735-5086
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6 weeks標準納期
See below. Standard delivery period

価格 下部参照
Price

ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

直動系
Linear motion system

Model: LSVL90F-03A-20

Z軸ステージ
Z-axis stage

POINT

●● 移動テーブルが鉛直方向に可動するZ軸ステージです。
●● 構造の違いにより次の2タイプに分類しています。

垂直タイプ● ：●X軸を縦置きした形で、長いストロークを維持しています。
水平面タイプ：●くさび構造により移動テーブルが水平を維持したまま昇降します。●

短ストロークながら重量物でも安定した動作が得られます。
●● 真空や非磁性環境での使用もご相談ください。
●● A "Z-axis" stage with a moving table that moves vertically.
●● These are classified into the following two types, depending on differences in structure.

Vertical type : The X-axis is placed vertically to maintain a long stroke.
Horizontal type: The wedge structure raises and lowers the moving table while maintaining its level.

Despite the short stroke, stable operation can be obtained even with heavy objects.
●● Contact us if planning to use in a vacuum or non-magnetic environment.

LSVL90（F）-12
垂直タイプ Vertical type

型番
Model number LSVL90-12A-20 LSVL90F-12A-20 LSVL90-12B-20 LSVL90F-12B-20

外観
Appearance

120
34

90

可動範囲
Moving range

±6●mm●（全範囲12●mm）
Total range

±6●mm●（全範囲12●mm）
Total range

分解能
Resolution

20●nm 40●nm

繰り返し位置決め精度
Positioning repeatability

±20●nm ±40●nm

最大移動速度
Maximum travel speed

5●mm/sec 5●mm/sec

耐荷重
Load capacity

0.5●kg 0.5●kg

ピッチング／ヨーイング／ローリング
Pitching/Yawing/Rolling

15"/15"/15" 10"/10"/10" 15"/15"/15" 10"/10"/10"

推力
Stall force

20●N 20●N

静止保持力
Holding force

20●N 20●N

光学式内蔵リニアスケール
Built-in optical linear scale

タイプ
Type

Type●A●（レニショー製）
Manufactured by RENISHAW

Type●B●（THKプレシジョン製）
Manufactured by THK PRECISION

スケール分割数
Scale division

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

移動ガイド
Travel guide

クロスローラーガイド
Cross roller guide

クロスローラーガイド
Cross roller guide

本体
Body

質量
Weight

900●g 2200●g 900●g 2200●g

材質
Material

アルミ
Aluminum

SUS
Stainless steel

アルミ
Aluminum

SUS
Stainless steel

表面処理
Surface treatment

無電解ニッケルメッキ
Electroless nickel plating

無電解ニッケルメッキ
Electroless nickel plating

外形寸法図
Dimensional drawing P.●144　CAD CADデータ（2D,●3D）をWEBからダウンロードできます。

The CAD data can be downloaded (2D, 3D) on the website.

分解能：●20●nm
Resolution

分解能：●40●nm
Resolution

可動範囲：±6 mm     Moving range: ±6 mm

Type●AとBはコネクタ形状が異なります。
Type A and Type B have different connector shapes.

135 価格情報 THK プレシジョン 価格表 で参照いただけます。

Piezo stage
▶ P.11

Piezo  
motor stage

X-axis

XY-axis

Z-axis

Rotational

Rotary

Goniometry

Piezo motor stage 
custom design 
examples

Controller for  
Piezo motor stage

Technical 
explanation

Force sensor
▶ P.153

Technical 
information
▶ P.177



Cross roller guide (tilt)
クロスローラガイド（傾斜用）

Cross roller guide (horizontal)
クロスローラガイド（水平用）

Travel range
移動量

Piezo-electric actuator
圧電アクチュエータ

LSVL90（F）-03
水平面タイプ Horizontal type

型番
Model number LSVL90-03A-20 LSVL90F-03A-20 LSVL90-03B-20 LSVL90F-03B-20

外観
Appearance

90
90

48

可動範囲
Moving range

±1.5●mm●（全範囲3●mm）
Total range

±1.5●mm●（全範囲3●mm）
Total range

分解能
Resolution

20●nm 40●nm

繰り返し位置決め精度
Positioning repeatability

±20●nm ±40●nm

最大移動速度
Maximum travel speed

1●mm/sec 1●mm/sec

耐荷重
Load capacity

5●kg 5●kg

ピッチング／ヨーイング／ローリング
Pitching/Yawing/Rolling

15"/15"/15" 10"/10"/10" 15"/15"/15" 10"/10"/10"

推力
Stall force

20●N 20●N

静止保持力
Holding force

20●N 20●N

光学式内蔵リニアスケール
Built-in optical linear scale

タイプ
Type

Type●A●（レニショー製）
Manufactured by RENISHAW

Type●B●（THKプレシジョン製）
Manufactured by THK PRECISION

スケール分割数
Scale division

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

移動ガイド
Travel guide

クロスローラーガイド
Cross roller guide

クロスローラーガイド
Cross roller guide

本体
Body

質量
Weight

1100●g 2600●g 1100●g 2600●g

材質
Material

アルミ
Aluminum

SUS
Stainless steel

アルミ
Aluminum

SUS
Stainless steel

表面処理
Surface treatment

無電解ニッケルメッキ
Electroless nickel plating

無電解ニッケルメッキ
Electroless nickel plating

外形寸法図
Dimensional drawing P.●144　CAD CADデータ（2D,●3D）をWEBからダウンロードできます。

The CAD data can be downloaded (2D, 3D) on the website.

分解能：●20●nm
Resolution

分解能：●40●nm
Resolution

可動範囲：±1.5 mm     Moving range: ±1.5 mm

水平面タイプの機構
Horizontal type mechanism

くさび形の移動テーブルを上下に組み合わせた構造で、下側のくさびを圧電アクチュエータで水平方向に動かすことで、上側
のくさびが昇降する機構です。水平用と傾斜用のクロスローラガイドにより滑らかで高精度な伝達方向変換を行います。
With a combined top and bottom structure, the wedge-shaped moving table uses a piezoelectric actuator to move 
the lower wedge horizontally, which raises and lowers the upper wedge. The horizontal and tilt cross roller guides 
provide smooth and highly accurate direction changes.

［主な特徴］ [Main features]

・水平を維持したまま昇降可
· Remains level when rising and lowering

・剛性が高く耐荷重性に優れる
· High rigidity and load bearing capability

・移動量が小さい
· Fine movement

Type●AとBはコネクタ形状が異なります。
Type A and Type B have different connector shapes.
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6 weeks標準納期
See below. Standard delivery period

価格 下部参照
Price

ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

回転系
Rotational

Model: LS1C90-02A-20

回転ステージ
Rotary stage

POINT

●● 移動テーブルが鉛直方向を軸として回転するステージです。●
回転範囲はわずかながら、高い角度分解能と位置再現性を備えています。
●● 内蔵リニアスケールの性能により分解能20●nm（Type●A）と分解能40●nm（Type●B）に分類しています。
●● 真空や非磁性環境での使用もご相談ください。
●● A stage where the moving table rotates around the vertical axis direction. 
Despite the rotation range being small, the unit has high angular resolution and position reproducibility.
●● The resolution is classified into 20 nm (Type A) and 40 nm (Type B) versions according to the performance of the 
built-in linear scale.
●● Contact us if planning to use in a vacuum or non-magnetic environment.

LS1C90

型番
Model number LS1C90-02A-20 LS1C90-02B-20

外観
Appearance

90
90

40

可動範囲
Moving range

±1°（全範囲2°）
Total range

分解能
Resolution

0.2"●［秒］ 0.4"●［秒］

繰り返し位置決め精度
Positioning repeatability

±0.2"●［秒］ ±0.4"●［秒］

最大移動速度
Maximum travel speed

12°/sec

耐荷重
Load capacity

2●kg

推力
Stall force

20●N

静止保持力
Holding force

20●N

光学式内蔵リニアスケール
Built-in optical linear scale

タイプ
Type

Type●A●（レニショー製）
Manufactured by RENISHAW

Type●B●（THKプレシジョン製）
Manufactured by THK PRECISION

スケール分割数
Scale division

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

移動ガイド
Travel guide

クロスローラーベアリング
Cross roller bearing

本体
Body

質量
Weight

700●g

材質
Material

アルミ
Aluminum

表面処理
Surface treatment

無電解ニッケルメッキ
Electroless nickel plating

外形寸法図
Dimensional drawing P.●145　CAD CADデータ（2D,●3D）をWEBからダウンロードできます。

The CAD data can be downloaded (2D, 3D) on the website.

可動範囲：±1°     Moving range: ±1°

分解能：●0.2"●［秒］
Resolution

分解能：●0.4"●［秒］
Resolution

Type●AとBはコネクタ形状が異なります。
Type A and Type B have different connector shapes.
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6 weeks標準納期
See below. Standard delivery period

価格 下部参照
Price

ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

回転系
Rotational

Model: LS1GU90-02A-20

ゴニオステージ
Goniometry stage

POINT

●● ステージから離れた仮想点を中心として回転動作するステージです。
●● 仮想点までの距離が異なる2種類を用意しています。●
これらを組み合わせると同一の仮想点をもった2軸（θx,●θy）の回転動作が行えます。
●● 真空や非磁性環境での使用もご相談ください。
●● A stage that rotates around an virtual point separate from the stage.
●● Two types with different distances to virtual points are available. 
By combining these, you can perform two-axis (θx, θy) rotation operations with the same virtual point.
●● Contact us if planning to use in a vacuum or non-magnetic environment.

LS1GU（D）90

型番
Model number LS1GU90-02A-20 LS1GU90-02B-20 LS1GD90-02A-20 LS1GD90-02B-20

外観
Appearance

90
90

25
70.5

90
90

25 95.5

可動範囲
Moving range

±1°（全範囲2°）
Total range

±1°（全範囲2°）
Total range

分解能
Resolution

0.1"●［秒］ 0.2"●［秒］ 0.1"●［秒］ 0.2"●［秒］

繰り返し位置決め精度
Positioning repeatability

±0.1"●［秒］ ±0.2"●［秒］ ±0.1"●［秒］ ±0.2"●［秒］

最大移動速度
Maximum travel speed

3.6°/sec 2.4°/sec

耐荷重
Load capacity

2●kg 2●kg

推力
Stall force

20●N 20●N

静止保持力
Holding force

20●N 20●N

光学式内蔵リニアスケール
Built-in optical linear scale

タイプ
Type

Type●A●（レニショー製）
Manufactured by RENISHAW

Type●B●（THKプレシジョン製）
Manufactured by THK PRECISION

Type●A●（レニショー製）
Manufactured by RENISHAW

Type●B●（THKプレシジョン製）
Manufactured by THK PRECISION

スケール分割数
Scale division

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

20●μm／2000分割,（10●nm）
Divide

移動ガイド
Travel guide

クロスローラーガイド
Cross roller guide

クロスローラーガイド
Cross roller guide

本体
Body

質量
Weight

650●g 650●g

材質
Material

アルミ
Aluminum

アルミ
Aluminum

表面処理
Surface treatment

無電解ニッケルメッキ
Electroless nickel plating

無電解ニッケルメッキ
Electroless nickel plating

外形寸法図
Dimensional drawing P.●146　CAD CADデータ（2D,●3D）をWEBからダウンロードできます。

The CAD data can be downloaded (2D, 3D) on the website.

可動範囲：±1°     Moving range: ±1°

分解能：●0.1"●［秒］
Resolution

0.2"●［秒］ 分解能：●0.1"●［秒］
Resolution

0.2"●［秒］

Type●AとBはコネクタ
形状が異なります。
Type A and Type B  
have different 
connector shapes.

Type●AとBはコネクタ
形状が異なります。
Type A and Type B  
have different 
connector shapes.
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ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

ピエゾモーターステージ特注設計例
Piezo motor stage custom design examples

特注設計例
Examples of custom designing

研究開発から産業用途まで、ご要求仕様に最適化したピエゾステージを設計製作いたします。
We can design and manufacture the optimal piezo stage for your requirements, for applications ranging from R&D to 

industrial use.

移動テーブルに開口部を設けた1軸ステージです。
This 1-axis stage has an opening in the mobile table.

ストローク
Travel range

±8●mm●（16●mm）

分解能
Resolution

40●nm

繰り返し再現性
Repeatability

±40●nm

推力
Stall force

6●N

本体材質
Body material

アルミ
Aluminum

■概要仕様●Schematic specifications

ストローク
Travel range

（X,●Y）●±20●mm●（40●mm）
（Z）●±1.6●mm●（3.2●mm）

分解能
Resolution

（X,●Y）●50●nm
（Z）●50●nm

繰り返し再現性
Repeatability

（X,●Y）●±50●nm
（Z）●±50●nm

搭載荷重
Loading weight

5●kg

本体材質
Body material

鋼
Steel

■概要仕様●Schematic specifications

事例① Example

事例③ Example

120
160

26

□26

重量物を安定して動作するよう剛性を高めたXYZ軸ステージです。●
Z軸にくさび構造の「水平面タイプ」を用いています。
This XYZ-axis stage offers improved rigidity for reliable operation of heavy objects. 

A horizontal type wedge structure is used on the Z-axis.

140 140

32

32

54

事例② Example

リニアセンサを内蔵しないオープンループ駆動のコンパクトなXYZ軸ステージです。
This compact XYZ-axis stage uses open loop drive without a built-in linear sensor.

ストローク
Travel range

（X,●Y）●±2●mm●（4●mm）
（Z）●±4●mm●（8●mm）

分解能
Resolution

－

繰り返し再現性
Repeatability

－

搭載荷重
Loading weight

50●g

本体材質
Body material

アルミ
Aluminum

■概要仕様●Schematic specifications

70

104

70
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真空チャンバの隔壁にコネクタ接続する改良を施した真空仕様XY軸ステージです。
This vacuum specification XY-axis stage has been modified to connect to the partition in a vacuum chamber.

事例④ Example

140

52

Dsub15pin 
(female)

1000 mm 2000 mm

Dsub15pin
(male)

140

In vacuum
真空側

In atmosphere
大気側

Vacuum feedthrough
真空フィードスルー

Prepared by customer
※お客様ご用意

事例⑤ Example

大きなテーブル面をもつ回転ステージです。
This rotation stage has a large table surface.

220

54

200

φ180

Limit switch
リミットスイッチ×2

Encoder
エンコーダ

Rotating table
回転テーブル

Actuator

PiezoLEGS
アクチュエータ

ストローク
Travel range

±20mm●（40mm）

分解能
Resolution

50●nm

繰り返し再現性
Repeatability

±50●nm

搭載荷重
Loading weight

2●kg

本体材質
Body material

アルミ
Aluminum

■概要仕様●Schematic specifications

ストローク
Travel range

±5°

分解能
Resolution

<●1"

繰り返し再現性
Repeatability

<●±1"

搭載荷重
Loading weight

3●kg

本体材質
Body material

アルミ
Aluminum

■概要仕様●Schematic specifications

140製品についてのご質問、デモ機ご要望はこちらまで https://www.thkprecision.co.jp/ 03-5735-5086
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外形寸法図
Dimensional drawing 

CAD CADデータ（2D, 3D）をWEBからダウンロードできます。
The CAD data can be downloaded (2D, 3D) on the website.

ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

D-sub connector

8-M4 Depth 8 4-φ4.5 Holes,φ8 C'bored
(for M4 Screws)

TONIC interface
(by Renishaw)
Cable length： 3 m

12
0

11
0

70

70
110
120

20

78

7

15

□
11

0

2

26

4-φ4.5 Holes, 
φ8 C'bored
(for M4 screws)

4-M4 Depth 8
(φ3.4 Through hole)

4-M4 Depth 6

4-φ4.5 Holes, 
φ8 C'bored
(for M4 screws)

D-sub connector
Dimension: about 40 x 40 mm
Cable length： 2 m

25
60

60

24
20

42

7.5
25 25

25

3(11.5)

□
50

15

D-sub connector
Dimension: about 30 x 40 mm

TONIC interface
(by Renishaw)
Cable length： 3 m

8-M4 depth 6
80
50

90

90 80 50

20

53 15

□
80

2.5
7

26

LS1L60(F)-08B-06 可動範囲：±4 mm
Moving range

LS1L90(F)-16A-06(20) 可動範囲：±8 mm
Moving range

LS1L120(F)-25A-06(20) 可動範囲：±12.5 mm
Moving range

X軸ステージ X-axis stage

141 価格情報 THK プレシジョン 価格表 で参照いただけます。
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・	移動テーブルは図中の矢印方向に動きます。
・	Type	AとBはコネクタ形状が異なります。
・	Tables move in the direction of the arrows in the figure.
・	Type A and Type B have different connector shapes.

D-sub connector

8-M4 Depth 8 4-φ4.5 Holes,φ8 C'bored
(for M4 Screws)

TONIC interface
(by Renishaw)
Cable length： 3 m

12
0

11
0

70

70
110
120

20

78

7

15

□
11

0

2

26

4-φ4.5 Holes, 
φ8 C'bored
(for M4 screws)

4-M4 Depth 8
(φ3.4 Through hole)

4-M4 Depth 6

4-φ4.5 Holes, 
φ8 C'bored
(for M4 screws)

D-sub connector
Dimension: about 40 x 40 mm
Cable length： 2 m

25
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60

24
20

42

7.5
25 25

25

3(11.5)

□
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15

D-sub connector
Dimension: about 30 x 40 mm

TONIC interface
(by Renishaw)
Cable length： 3 m

8-M4 depth 6
80
50

90

90 80 50

20

53 15

□
80

2.5
7

26

LS1L60(F)-08B-06 可動範囲：±4 mm
Moving range

LS1L90(F)-16A-06(20) 可動範囲：±8 mm
Moving range

LS1L120(F)-25A-06(20) 可動範囲：±12.5 mm
Moving range
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外形寸法図
Dimensional drawing 

CAD CADデータ（2D, 3D）をWEBからダウンロードできます。
The CAD data can be downloaded (2D, 3D) on the website.

ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

4-φ4.5 Holes, 
φ8 C'bored
(for M4 screws)

D-sub connector

TONIC interface
(by Renishaw)
Cable length： 3 m

8-M4 depth 6

4-φ4.5 Holes, 
φ8 C'bored
(for M4 screws)

80
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D-sub connector

TONIC interface
(by Renishaw)
Cable length： 3 m

8-M4 depth 6
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□
80

12-M4 Depth 6

Clear Aperture

4-φ4.5 Holes, 
φ8 C'bored
(for M4 screws)

2-D-sub connector
Dimension: about 40 x 40 mm
Cable length： 2 m
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LSVL90(F)-12A-20 可動範囲：±6 mm
Moving range

LSVL90(F)-03A-20 可動範囲：±1.5 mm
Moving range

LS2K180-16B-06 可動範囲：±8 mm
Moving range

XY軸ステージ（開口付き） XY-axis stage with an opening

143 価格情報 THK プレシジョン 価格表 で参照いただけます。
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・	移動テーブルは図中の矢印方向に動きます。
・	Type	AとBはコネクタ形状が異なります。
・	Tables move in the direction of the arrows in the figure.
・	Type A and Type B have different connector shapes.
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TONIC interface
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LSVL90(F)-12A-20 可動範囲：±6 mm
Moving range

LSVL90(F)-03A-20 可動範囲：±1.5 mm
Moving range

LS2K180-16B-06 可動範囲：±8 mm
Moving range

Z軸ステージ Z-axis stage
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外形寸法図
Dimensional drawing 

CAD CADデータ（2D, 3D）をWEBからダウンロードできます。
The CAD data can be downloaded (2D, 3D) on the website.

ピエゾモータステージ
Piezo motor stage
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LS1GU90-02A-20 可動範囲：±1°
Moving range

LS1GD90-02A-20 可動範囲：±1°
Moving range

LS1C90-02A-20 可動範囲：±1°
Moving range

回転ステージ Rotary stage
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・	移動テーブルは図中の矢印方向に動きます。
・	Type	AとBはコネクタ形状が異なります。
・	Tables move in the direction of the arrows in the figure.
・	Type A and Type B have different connector shapes.
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(for M4 Low head screws)
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80
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（W.D. 95.5 mm）

LS1GU90-02A-20 可動範囲：±1°
Moving range

LS1GD90-02A-20 可動範囲：±1°
Moving range

LS1C90-02A-20 可動範囲：±1°
Moving range

ゴニオステージ Goniometry stage
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ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

ピエゾモータステージ用

制御コントローラ
Controller for Piezo motor stage

「ピエゾモータステージ」を駆動制御するためのコントローラです。
制御回路、ドライバを一体型とし、ピエゾモータステージを接続することによりＡＢZ相出力の光
学式リニアエンコーダによるクローズド制御を行うことができます。
制御インターフェースとしてLAN、RS485、USB、RS232Cを選択でき、PCから制御コマンドを
送ることで簡単に動作可能です。
This product is a controller intended to drive and control an Piezo motor stage. 
In the controller, a control circuit and a driver are structurally integrated. If a piezo motor stage is connected to the controller, it 
can perform closed control using an optical linear encoder with an ABZ-phase output.
The user can easily operate the controller by transmitting a control command from the computer via LAN,  RS485, USB or 
RS232C interface.

●●制御基板、ドライバ基板、リニアセンサインタポレータを内蔵しています。
●●最大4軸のピエゾモータステージを接続でき、すぐに高分解能な位置決め制御ができます。
●●RS485によるチェーン接続で複数台のコントローラを連結でき、多軸化（最大127軸）も可能です。

•● It contains a control board, a driver board and a linear sensor interpolator. 
•● It can connect up to a 4-axis piezo motor stage for instant positioning control at high resolution.
•● Since the internal control board is chain-connected via RS485, the controller also supports multi-axis application (127 axes at a 

maximum).

特徴
Features

147



外形寸法図
Dimensional drawing CAD CADデータ（2D,●3D）をWEBからダウンロードできます。

The CAD data can be downloaded (2D, 3D) on the website.
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● LAN, RS485のフロントパネル

● RS232Cのフロントパネル

※ USB-RS485 conversion cable (Sold separately)

RS232C

LAN

RS485

Front panel

仕様
Specifications

（注）
1.●制御インターフェースにおいてUSBを用いる場合、USB-RS485変換ケーブルを使用してRS485に接続します。●

RS232Cオプションの場合、コントローラ内部にRS232C-RS485変換基板を設置しコネクタをRS232C（クロスケーブル）として
使用します。

2.●Wfm（Waveform）とは駆動波形の1サイクルのことです。この駆動波形をマイクロステップ（最大8192分割）して、超精密位置
決めを実現します。

3.●制御基板はABZ相出力のセンサに対応しています。最大カウント周波数は15●MHzです。

Note ：
1. If the USB is used for interface, a USB-RS485 conversion cable needs to connect to RS485.  

If the RS232C option is selected, an RS232C-RS485 conversion board is installed in the controller, and the connector is 
also changed for RS232C (crossover cable).

2. "One wfm-step" means one drive waveform cycle. This drive waveform cycle is micro-stepped (divided into 8,192 
segments  at a maximum) to achieve ultra-precision positioning.

3. The control board supports a sensor with an ABZ-phase output. The maximum count frequency is 15 MHz.

型番
Model number LC421A LC421B LC422A LC422B LC443A LC443B LC444A LC444B

制御軸数
Number of controlled axes

1 2 3 4

接続リニアスケール
Connected linear scale

タイプ
Type

Type●A Type●B Type●A Type●B Type●A Type●B Type●A Type●B

メーカ
Manufactured by

レニショー製
RENISHAW

THKプレシジョン製
THK PRECISION

レニショー製
RENISHAW

THKプレシジョン製
THK PRECISION

レニショー製
RENISHAW

THKプレシジョン製
THK PRECISION

レニショー製
RENISHAW

THKプレシジョン製
THK PRECISION

制御インターフェース
Control interface

標準
Standard

LAN●,●RS485　※（別売）●RS485-USB変換ケーブル
Optionally available RS485-USB conversion cable

変更選択
Select change

RS232C　※変更後はLAN,●RS485は使用できません。
* After changing, LAN, RS485 is not available.

モータ駆動分解能
Motor drive resolution

8192マイクロステップ（1マイクロステップ≒0.5●ｎｍ）：●1●Wfm（駆動波形1サイクル）を8192分割して駆動します。1●Wfmに●
より4～5●μm移動します。

 
Microstep

 
Microstep

 One drive waveform cycle is divided into 8,192 segments for drive. 
Travels 4 to 5 μm per wfm-step.

最大駆動周波数
Maximum drive frequency

1500●Hz(6N●stage)，●750●Hz(20N●stage)：●1●Wfmの最大駆動周波数です。駆動周波数と1●Wfmの移動量の積が最大速度●
となります。
The maximum drive frequency in one wfm-step. The product of the drive 
frequency by travel per wfm-step equals to the maximum speed.

駆動ドライバ出力
Driver output

0～45●V

外形寸法
External dimensions

W210×D240×H68●ｍｍ（突起部を含みません）
Excludes the projection

電源
Power source

AC100～120●V/AC200～240●V　切替式
Switchable type

148製品についてのご質問、デモ機ご要望はこちらまで https://www.thkprecision.co.jp/ 03-5735-5086
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・ ピエゾモータステージを動作させるためのサンプルソフトウェアです。
製品購入後、PCと接続してすぐに動作確認が行えます。

・ 指定位置への移動や原点復帰、速度変更、ジョグ駆動などの基本的な機能を備え
ています。

・ ホームページから無償でダウンロードできます。
・ Sample software for operating piezo motor stages.

After purchasing the product, you can connect it to your PC and check its operation right away.
・ Equipped with basic functions such as specified position movement, home positioning, 

speed change, and jog drive.
・ Can be downloaded for free from our website.

① リニアスケールの信号を常時読み取り、現在値を10 nm単位で表示します。
① The signal from the linear scale is continuously read. The current value is displayed in 10 nm units.

② 指定した位置への移動する「絶対値移動」、または現在値から指定量だけ移動する「相対量移動」が行えます。
② Either "absolute value movement" (movement to a specified position) or "relative amount movement" (movement by a 

specified amount from the current value) can be performed.

③ 移動速度を変更します。
③ Changes the movement speed.

④ 電源OFFでも停止位置を維持するParkingモードやステージ移動中の強制停止が行えます。
④ Parking mode that can maintain the stop position even when powered OFF or forced stop while the stage is in motion.

⑤ ボタンを押すと設定した速度でテーブルが移動するジョグ駆動が行えます。
⑤ When pressed this button jogs the motor at the set speed.

⑥ 原点復帰します。
⑥ Returns to the home position.

⑦ 取扱説明書に記載された任意のコマンドを送信できます。
送受信の結果もテキスト表示しますので、コントローラとの指令受け渡しが視覚化できます。

⑦ Any command listed in the instruction manual can be sent. 
The results of the sent and received signals are displayed in text, allowing you to visualize the transfer of commands to 
and from the controller.

⑧ コントローラからのステータスを読み取ることで、ステージの状態確認が行えます。
⑧ The status of the stage can be checked by reading it from the controller.

（注） (Note)

・ 実行形式（.exe）での提供です。ソースファイルは公開しておりません。　Provided in an executable (.exe) format. The source files are not publicly available.

・ PCの環境により動作しない可能性があります。　Depending on your PC environment, the software may not run.

・ 操作画面や機能は予告なく変更する場合があります。　Control screens and functions may be modified without advance notification.

①

②
③

⑥

④

⑤

⑦

⑧

ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

ピエゾモータステージ用制御コントローラ
Controller for Piezo motor stage

サンプルソフトウェア
Sample software

149 価格情報 THK プレシジョン 価格表 で参照いただけます。
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・ ピエゾモータステージを動作させるためのサンプルソフトウェアです。
製品購入後、PCと接続してすぐに動作確認が行えます。

・ 指定位置への移動や原点復帰、速度変更、ジョグ駆動などの基本的な機能を備え
ています。

・ ホームページから無償でダウンロードできます。
・ Sample software for operating piezo motor stages.

After purchasing the product, you can connect it to your PC and check its operation right away.
・ Equipped with basic functions such as specified position movement, home positioning, 

speed change, and jog drive.
・ Can be downloaded for free from our website.

① リニアスケールの信号を常時読み取り、現在値を10 nm単位で表示します。
① The signal from the linear scale is continuously read. The current value is displayed in 10 nm units.

② 指定した位置への移動する「絶対値移動」、または現在値から指定量だけ移動する「相対量移動」が行えます。
② Either "absolute value movement" (movement to a specified position) or "relative amount movement" (movement by a 

specified amount from the current value) can be performed.

③ 移動速度を変更します。
③ Changes the movement speed.

④ 電源OFFでも停止位置を維持するParkingモードやステージ移動中の強制停止が行えます。
④ Parking mode that can maintain the stop position even when powered OFF or forced stop while the stage is in motion.

⑤ ボタンを押すと設定した速度でテーブルが移動するジョグ駆動が行えます。
⑤ When pressed this button jogs the motor at the set speed.

⑥ 原点復帰します。
⑥ Returns to the home position.

⑦ 取扱説明書に記載された任意のコマンドを送信できます。
送受信の結果もテキスト表示しますので、コントローラとの指令受け渡しが視覚化できます。

⑦ Any command listed in the instruction manual can be sent. 
The results of the sent and received signals are displayed in text, allowing you to visualize the transfer of commands to 
and from the controller.

⑧ コントローラからのステータスを読み取ることで、ステージの状態確認が行えます。
⑧ The status of the stage can be checked by reading it from the controller.

（注） (Note)

・ 実行形式（.exe）での提供です。ソースファイルは公開しておりません。　Provided in an executable (.exe) format. The source files are not publicly available.

・ PCの環境により動作しない可能性があります。　Depending on your PC environment, the software may not run.

・ 操作画面や機能は予告なく変更する場合があります。　Control screens and functions may be modified without advance notification.

①

②
③

⑥

④

⑤

⑦

⑧

コマンド例
Example of commands

Command Example of command Function

? X0?
Read identification string
Read●controller●type●and●firmware●revision.
Example●response　X0?●：●PMD401●V13

S X0S Stop
Stop●motor●and●exit●target●mode.

M{Waveform}
M

X0M1
X0M2
X0M4

Waveform and parking state
Set-command●to●select●waveform●will●also●unpark●the●motor.●Read-command●
gives●both●waveform●and●parking●state.
{Waveform}:●1●Waveform●Rhomb●

2●Waveform●Delta●
4●Park●(power-off)

T{TargetPos}, {Speed}
T{TargetPos}
T

X0T200,●500
Target
Closed●loop●move●to●new●target●position.

｛TagetPos｝:●New●target●position●●［encoder●counts］
｛Speed｝:● Stepping●rate;●will●set●Y8●［wfm-steps/second；●Hz］

C{RelCurrent}, {Speed}
C{RelCurrent}
C

X0C1000

Target relative to current encoder position
Closed●loop●move●to●new●position●relative●current●position.●C0●to●hold●
current●encoder●position.

｛RelCurrent｝:●Distance●relative●to●current●encoder●position●［encoder●counts］
｛Speed｝:● Stepping●rate;●will●set●Y8●［wfm-steps/second；●Hz］

E{Position}
E X0E

Encoder position
Read●or●set●encoder●position.

｛Position｝:●Position●to●set●［encoder●counts］

J{wfmStep}, {μStep}, {Speed}
J{wfmStep}, {μStep}
J{wfmStep}
J

X0J200,●500

Run motor (Jog)
Open●loop●stepping.

｛wfmStep｝:●Number●of●waveｆorm-steps●［1●wfm-step●=●8192●μsteps］
｛μStep｝:● Number●of●microsteps
｛Speed｝:● Stepping●rate●［wfm-steps/second；●Hz］

H{Speed}
H X0H500

Speed for open loop
Speed●setting●for●open●loop●run●commands●J●and●I.

｛Speed｝:●Stepping●rate●［wfm-steps/second;●Hz］

Y0～Y44

X0Y2=2
X0Y3=-50000
X0Y4=50000
X0Y5=1
X0Y8=500
X0Y11=1000
X0Y12=3

Setting and Miscellaneous
[Examples●of●Y-commands]
Y2 External limit enable

0●Disabled，●1●Enabled,●active●high，●2●Enabled,●active●low
Y3，Y4 Target mode position limit A, B

Target●mode●will●stop●when●encoder●count●<A,●>B●
Y5 Target mode stop range

Number●of●encoder●counts●from●target●where●it●is●optimal●to●stop●the●
motor.

Y8 Taget mode speed 
Stepping●rate●［wfm-steps/second；●Hz］

Y11 Steps Per Count in target mode (SPC)
(SPC)●can●be●calculated●≈　50×｛Encoder●Resolution｝

Y12 Target mode model
0●●●to●reach●target●as●fast●as●possible●
1●●●to●avoid●overshoot●only●forward●direction
2●●●to●avoid●overshoot●only●reverse●direction
3●●●to●avoid●overshoot●both●directions

Y40, {Address}
Y40 X0Y40,●1 Axis address

｛Address｝:●0...126

150製品についてのご質問、デモ機ご要望はこちらまで https://www.thkprecision.co.jp/ 03-5735-5086
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ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

ピエゾモータステージ用制御コントローラ
Controller for Piezo motor stage

a

b

c

d

®

動作原理
Operating principle

PiezoLEGS®アクチュエータは、非共振型の4本足による推力発生機構によるアクチュエータ
です。従いまして、駆動している位置（状態）を常に知ることができます。このため各々の足に2個
の圧電素子が配置され、2個の足がペアとなり、2つのペアを異なる位相でロッドに対し摩擦駆動
することにより、ロッドを移動させます。

1Wfm（Waveform）は1サイクルの駆動波形で、2つのペアが1サイクル駆動によりフルス
テップの動きをします。1Wfmにより、ロッドは4～5●μm前後の移動をします。この1Wfmをマ
イクロステップ移動させることにより高分解能な移動を可能とします。マイクロステップ移動分
割数は8192分割です。また、Wfmの最大駆動周波数は、6●Nアクチュエータで1500●Hz、20●N●
アクチュエータで、750●Hzです。
1Wfm（Waveform）は、右図のように、菱形形状駆動とやや三角形状に似たデルタ駆動があ

ります。通常、滑らかな駆動と分解能が得られるデルタ駆動を選択します。

以下に動作の基本ステップを示します。（菱形駆動でも、デルタ駆動でも同様です。）
The following shows the basic steps of the operation. (no difference between rhomb and delta drive)

1.●4本の足（LEGS）は、駆動を始めると、ペア同士の足（LEGS）が同じ●
伸長とベンディングをし、それぞれの先端の動きは矢印の方向になります。
When all four legs are electrically activated they are elongated and bending. 
As we shall see below, alternate legs move as pairs. Arrows show the direction of motion of the 
tip of each legs.

2.●最初のペアは、ロッドとの接触を維持し、右に向かって動きます。●
2番目のペアの先端は、ロッドから離れ、左側に移動します。
The first pair of legs maintains contact with the rod and moves towards the right. 
The second pair retracts and their tips begin to move left.

3.●2番目のペアは、伸長とベンディングにより、その先端が再びロッドに接触し、●
右に移動を開始します。最初のペアはロッドから離れ、左に移動します。
The second pair of legs has now extended and repositioned in  contact with the rod. 
Their tips begin moving right. The first pair retracts and their tips begin to move left.

4.●2番目のペアは、右に移動し、最初のペアは、伸長とベンディングにより●
ロッドに接触をします。
The second pair of legs has moved right. The first pair begins to elongate and  
move up towards the rod.

1. ～4. が1Wfmで、この動作を繰り返します。
The steps 1 to 4 constitute one wfm-step, and these motions are repeated. 

The PiezoLEGS® actuator is an actuator with a thrust generating mechanism based on non-resonant four legs. Therefore, the driving position (state) can always 

be checked. So, two piezo-electric elements are arranged on each leg, and two legs form a pair. As the two pairs of legs are friction-driven for the rod in different 

phases to move the rod.

One wfm-step is one drive waveform cycle, and the two pairs of legs perform a full-step motion with one-cycle drive. 

The rod will travel approximately 4 to 5 μm per wfm-step. This one drive waveform cycle is micro-stepped to achieve high-resolution travel. The waveform cycle 

is micro-stepped (divided) into 8,192 segments. The maximum drive frequency of wfm is 1,500 Hz for a 6N actuator, or 750 Hz for a 20N actuator.

There are two types of waveforms in drive: rhomb drive, and delta drive, which is slightly similar to the delta shape, as shown in the figure on the right. Normally, 

the delta drive is selected so that smooth drive and resolution can be obtained.

151 価格情報 THK プレシジョン 価格表 で参照いただけます。
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ピエゾステージとピエゾモータステージの特徴比較
Comparison of piezo stage and piezo motor stage features

・●ステージ選定のための参考として、駆動原理の違いをもとに主な特性を比較したものです。
・●表中の“○”はその項目の内容に適合または対応可能であることをあらわし、“－”は非対応あるいは適していないことをあらわします。
・●実際の適合可否の判断は、求める性能仕様や使い方など条件により異なります。
・●ステージの仕様詳細は個別に製品ごとのスペック表にてご確認ください。
･●The following comparison focuses mainly on differences in drive principles, to serve as reference in selecting a stage.

･●In the following table, "○" indicates that the stage is compatible with or could support the applicable feature, while "－" indicates that the stage does not 

support or is not suitable for the applicable feature.

･●Whether a stage is actually compatible varies depending on conditions such as required performance specifications and the usage method.

･●See the specifications table for the individual product for details on the specifications for each stage.

 ピエゾステージ
Piezo stage

ピエゾモータステージ
Piezo motor stage

動作イメージ
Operation illustration

Piezo-electric element
圧電素子

Moving table
移動テーブル

Piezo-electric element (Four legs)
圧電素子（4本足）

Moving table
移動テーブル

駆動方式
Drive method

圧電素子の伸縮によりテーブルを動かします。
Table is moved through expansion/contraction  

of piezoelectric element.

4本の足（LEGS）が伸長とベンディングを繰り返し●
順次テーブルを送ります。

Table is fed gradually through repeated extension and  
bending of four legs.

可動範囲
Travel range

<●1●mm 8●mm,●16●mm,●25●mm●（これ以上も対応可）
(More also available)

分解能（クローズドループ時）
Resolution (Closed loop)

1●nm～ 20●nm,●40●nm

繰り返し精度（クローズドループ時）
Repeatability

±1●nm～ ±20●nm,●±40●nm

移動速度
Travel speed

圧電素子の伸縮応答性により、ミリ秒オーダーで位置決め可
Positioning at the millisecond order possible via piezoelectric 

element expansion/contraction response.

テーブルの送り速度最大約5●mm/sec
Table maximum feed speed approximately 5 mm/sec.

発生力, 推力
Generative force, thrust

（発生力）数十～数百●N
From several 10s to several 100s N (generative force)

（推力）6●N,●20●N
6 N, 20 N (thrust)

定点（静的）位置決め
Point-to-point positioning

○ ○

一定速（等速）移動
Constant (uniform) speed movement

○ －

正弦波や三角波などの周期的連続駆動
Periodic continuous drive  

(sine wave, triangle wave, etc.)
○ －

移動ガイド
Travel guide

弾性ヒンジガイド
Elastic hinge guide

クロスローラーガイド
Cross roller guide

内蔵変位センサ
Built-in displacement sensor

静電容量式センサ、●歪みゲージセンサ
Capacitive sensor   Strain gauge sensor

光学式リニアスケール
Optical linear scale

真空対応
Vacuum-compatible

○ ○

非磁性対応
Non-magnetic-compatible

○ ○

電源OFF時の位置保持
Position retention at power OFF

－ ○

コントローラの制御インターフェース※

Controller control interface*

アナログ電圧（0～+10●V）,●シリアル（RS232C）,●●
パラレル（16bit）,●LAN,●USB,●パルス入力●

Analog voltage (0 to +10 V), serial (RS232C), parallel (16-bit), 
LAN, USB, pulse input

LAN,●シリアル（RS485）,●シリアル（RS232C）
LAN, serial (RS485), serial (RS232C)

※●コントローラの機種により装備は選択となります。
* Equipment will be selected based on controller model.

152製品についてのご質問、デモ機ご要望はこちらまで https://www.thkprecision.co.jp/ 03-5735-5086
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製品のお問合せ・お見積もり

※2019年9月1日より社名を変更いたしました。
　（旧社名）株式会社ナノコントロール

03-5735-5086

03-5735-5087

Overseas distributors

KOREA
JOOWON INDUSTRIAL CO., LTD.
607 HANA EZ Tower, 10 Seongnam-Daero 43-Beon-Gil,
Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, 13636, Korea
TEL : +82-31-726-1585  FAX : +82-31-726-5070
Mobile : +82-10-5640-1586
www.joowon.co.kr

TAIWAN
KUANG YI TECHNOLOGY CO., LTD.
3F.-2, No.700, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City, 235, Taiwan (R.O.C.)
TEL : +886-2-8227-8977  FAX : +886-2-8227-8955
www.kuangyi.com.tw

E-mail info@thkprecision.co.jp 
URL www.thkprecision.co.jp

4-9-16 Higashikoujiya, Ota-ku, Tokyo 144-0033 Japan
TEL : +81-3-5735-5086  Fax : +81-3-5735-5087

〒144-0033東京都大田区東糀谷4-9-16THKテクノセンター2F
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