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コンパクト電動シリンダ DRシリーズの構造と位置決め精度

狩野　大輔

DRシリーズはモーターとボールねじを一体化し、小型で高精度位置決めが可能な製品です。従来品と比較し、
新しいガイド形状を追加しており、ワークの形状や質量によってより適切に使い分けができます。また、リードの大
きいボールねじを追加することで最高速度の向上による位置決め時間短縮を実現しています。さらに、多方向からの
取り付けを可能にし、設置の自由度を向上しており、装置の省スペースに貢献します。本稿では取付角寸法 28 mm

のモーターを搭載した DRシリーズの構造、特長および位置決め精度について説明します。

1. はじめに
高精度な位置決め運転が必要な用途では、一般的にス

テッピングモーターやサーボモーターが使用されています。
ステッピングモーターとボールねじを組み合わせた直動機構
製品の一つにコンパクト電動シリンダがあります。（図1参照）
直動機構製品は直動を案内するガイドが必要です。これ
まではガイド種類が一種類しかなく、適用できる用途が限
られていました。その場合、ガイドのないロッドタイプ
を使用し、案内機構を外部に設けるよう都度設計する必
要がありました。また、取り付けは一方向からに限られ
ており、多方向からの取り付けの要望がありました。
今回開発したDRシリーズはガイド種類および取付方向

を増やすことでさまざまな用途に対応できます。（図2参照）

図 1　コンパクト電動シリンダ（従来品）
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図 2　DRシリーズ

2. コンパクト電動シリンダ
コンパクト電動シリンダはロータを中空化し、ボール
ねじとボールねじナットを直接組み込んでおり、カップ
リングを使用していません。さらに、大口径玉軸受を使
用し、ボールねじナット外周部に配置することで全長を
短くしています。（図3参照）
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図 3　構造図（ロッドタイプ）
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一般的な直動機構とDRシリーズを使用した場合の構成
部品比較を図 4に示します。コンパクト電動シリンダを
使用するとスペースが削減できます。また、構成部品点
数が減り、組立工数の削減につながります。

ストローク端

モーター 可動範囲

（　　　：外部機構）

可動範囲
スペース削減

DRシリーズを使用する場合

DRシリーズを使用しない場合

図 4　必要なスペースと構成部品比較

3. DRシリーズ
3.1. 概要
バリエーションはガイドのないロッドタイプを基本と
し、ガイド付き形状として従来のテーブルタイプに、ガ
イド付きロッドタイプ、ワイドテーブルタイプを追加し
た 4種類です。負荷モーメントの小さい軽負荷搬送や押
し当て運転にはガイド付きロッドタイプ、負荷モーメ
ントの大きい用途にはテーブルタイプとワイドテーブ
ルタイプと、用途に合わせてガイド形状を選択できます。
（表1参照）
モーターはバッテリレス機械式多回転アブソリュート
センサ（ABZOセンサ）搭載のAZシリーズ（以下AZモー
ター）とステッピングモーターPKPシリーズの2種類から
選ぶことができます。ここでは新たに開発したガイド付
きロッドタイプ、ワイドテーブルタイプの基本構造につ
いて説明します。

表 1　 DRシリーズ バリエーションと使用例

タイプ

ロッドタイプ ガイド付きロッドタイプ テーブルタイプ ワイドテーブルタイプ

使用ガイド

ガイドなし

―

リニアブッシュ リニアガイド リニアガイド分離型

用途例

X-Yステージ駆動 プローブの上下動 CCDカメラのフォーカス 搬送（負荷モーメント大）
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3.2. 構造
3.2.1. ガイド付きロッドタイプ

図5にガイド付きロッドタイプの構造図を記載します。
ガイド付きロッドタイプは全長が長く剛性の高いブッ

シュを採用しています。剛性の高いブッシュを使用する
ことでボールねじ軸の振れによる振動が低減されること
が期待できます。
また、さらに剛性を高めるためブッシュを負荷取付プ

レートの近くに配置しました。
可動部に加速度ピックアップを取り付け、長さの違う

ブッシュをそれぞれ組み込み運転し、FFTアナライザー
にて周波数分析をした結果を図6、図7に示します。全長
の長いブッシュは短いブッシュと比較し、振動が低減さ
れていることがわかります。振動のピークはボールねじ
軸の振れによって発生している周期的な振動です。

リニアブッシュ

図 5　ガイド付きロッドタイプ構造図

測定方向

負荷取付プレート

加速度ピックアップ

図 6　振動測定方法
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【測定条件】
ベース製品 ：DR28G2.5BC03-P2AKD
動作方向 ：垂直上向き
速度 ：100 mm/s
移動量 ：30 mm
負荷質量 ：2 kg

図 7　負荷取付部振動測定結果

3.2.2. ワイドテーブルタイプ

ワイドテーブルタイプは高剛性かつ設置面からの高さ
を抑えることをコンセプトとした製品です。剛性を高く
する場合、通常のガイドでは大型のガイドを使用し、モー
ター上に配置する必要があり、製品が大きくなります。
ワイドテーブルタイプでは分離型のガイドを2本使用して
おり、ガイドレール間の距離を離しています（図8参照）。

分離型ガイド2本設置

図 8　ワイドテーブルタイプ構造図

図 9に製品高さ比較を示します。ワイドテーブルタイ
プはガイドをモーター幅よりも外側に配置することで高
さを抑えており、剛性も高めています。また、分離型の
ガイドは剛性を高める目的で、組み立て時、適切に予圧
を調整する必要があります。そのため、外部からガイド
ブロックに加える力によって予圧を調整しています。予
圧が小さいと剛性が低くなり、可動部先端変位量が大き
くなるためボールねじへの偏負荷により寿命低下につな
がります。予圧を大きくすることで剛性は高くなります
が、ガイドの摺動抵抗値が大きくなり推力低下の要因と
なります。この関係からワイドテーブルタイプはガイド
に加える最適な予圧を決定しています。
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図 9　製品高さ比較

3.3. 許容モーメント
前述のとおりガイド形状は 3種類となり、ガイド形状

ごとに剛性が異なります。図 10に各ガイド形状の許容
モーメントを示します。ガイド付きロッドタイプが最も
小さく、テーブルタイプ、ワイドテーブルタイプと大き
くなっていきます。また、図11に電動グリッパを使用し
た取り付け例を示します。ピッチング方向の負荷モーメ
ントは 0.4 N·mとなり、テーブルタイプの許容モーメン
ト0.3 N·mを超えていますが、ワイドテーブルの許容モー
メント0.6 N·m以下となるため使用可能です。このよう
に負荷モーメントにあわせてガイド形状を選択すること
ができます。
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図 10　形状別許容モーメント比較

ワイドテーブルタイプ
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図 11　取り付け例（ワイドテーブルタイプ）

3.4. 可動部先端変位量
ピッチング方向の可動部先端変位量測定方法および結
果を図 12、図 13に記載します。可動部先端の変位量は
負荷を加えた際に変位する量です。可動部先端変位量
は簡易ガイドであるガイド付きロッドタイプが最も大
きく、ワイドテーブルタイプが最も小さい結果となりま
す。 ガイド剛性が高いほど可動部先端変位量が小さくな
り、負荷が変動しても高精度な位置決めができます。

荷重

MP

【測定条件】
製品  ：DR28G2.5B03-P2NKU
   （ガイド付ロッドタイプ）
    DR28T2.5B03-AZAKL
   （テーブルタイプ）
    DR28W2.5B03-AZAKL
   （ワイドテーブルタイプ）
設置方向  ：垂直上向き
モーメント方向  ：ピッチング方向（MP）

図 12　可動部先端変位量測定方法
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図 13　可動部先端変位量測定結果（MP）
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3.5. 設置の自由度向上
従来品に比べ、多方向からの取り付けを可能にし、設

置の自由度を向上しています。（図14、図15参照）

図 14　設置例（テーブルタイプ）

図 15　設置例（ガイド付きロッドタイプ）

テーブルタイプでは取付方向によってはワークの荷重
によりケースが変形し、大口径玉軸受に応力が加わり、
推力と、大口径玉軸受の寿命が低下する可能性がありま
す。そのため、従来品よりケースを長くし、荷重を集中
させないことでケースの変位量を抑える設計にしました。
（図16参照）

ケース

ワーク ワーク

ケース
設置面 設置面

ケース

大口径
玉軸受

従来品

DRシリーズ

{
{

図 16　取付設置例および従来品比較

4. 特性
4.1. 速度-可搬質量特性
コンパクト電動シリンダの要望として速度向上があり
ました。ボールねじリードは従来品と同様の1 mmの他、
2.5 mmを追加した2種類をラインアップしており、最高
速度を100 mm/sに向上させています。（図17参照）
リード1 mmでは垂直可搬質量4 kgとなり同サイズでの
一般的なアクチュエータと比較し、より質量の大きいワー
クの搬送が可能です。
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図 17　速度‒可搬質量仕様

4.2. 位置決め精度
DRシリーズは従来品と同様、高精度位置決めが可能な
製品です。基本的な特性である繰り返し位置決め精度と
ステップ送り精度を測定した結果を紹介します。本稿に
おける変位量の測定は図18に示すレーザー測長システム
によって行いました。

レーザーヘッド 

ターゲットプリズム

DRシリーズ

【測定条件】
製品 ：DR28T2.5B03-AZAKL
動作方向 ：水平
負荷質量 ：無負荷

図 18　レーザー測長システム
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繰り返し位置決め精度とは任意の点に対して同じ方
向から位置決めをしたときの停止位置最大差の 1/2を求
め、その値に±の符号を付けて表したものです。図 19

に繰り返し位置決め精度の測定結果を示します。実力値
は±0.0011 mmとなり、高精度が要求される駆動機構に
適しています。（仕様値は一定温度・負荷で±0.003 mm）
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図 19　繰り返し位置決め精度測定結果

1パルスずつ送ったときの理論上の送り量と実際の送
り量との最大誤差をステップ送り精度と呼び、実力値
は± 0.0004 mm以内であることが図 20からわかります。
ステップ送り誤差が小さいため、ステージ駆動など微小
な定量送りが必要な用途に適しています。
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図 20　ステップ送り精度

4.3. 振動特性
ワイドテーブルタイプは剛性が高いためテーブル部の

振動が低減されます。図21にテーブル部振動の測定方法、
図22にテーブルタイプおよびワイドテーブルタイプの振動
特性比較を示します。高剛性であるワイドテーブルタイプ
を使用するとテーブル部の振動は小さくなり、カメラの搬
送などテーブル部の振動が影響する用途で有効です。

測定方向

加速度ピックアップ

【測定条件】
製品 ：DR28T2.5B03-AZAKL
    DR28W2.5B03-AZAKL
動作方向 ：垂直
速度 ：100 mm/s
移動量 ：30 mm
負荷質量 ：2 kg

図 21　テーブル部振動測定方法
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図 22　テーブル部振動測定結果

5. 温度変化による位置決め精度への影響
測定装置や工作機械において回路素子の温度ドリフト
や機構部の熱膨張による変化を抑えるために暖機運転、
または冷却等を実施することが一般的です。
モーターやアクチュエータを使用する場合も温度によ
る位置決め精度への影響に注意する必要があります。影
響を与える要因の一つとしてモーターの発熱により機構
部の温度が上昇し、機構部の熱膨張により停止位置が変
化することが挙げられます。（図23参照）
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図 23　温度上昇による停止位置の変位量
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6. 負荷率モニタによる運転電流調整
前述のとおり、温度変化が位置決め精度に影響します。

製品の推力が、必要とする推力に対して余裕がある場合
は運転電流を下げると発熱を抑えることができます。DR

シリーズで採用しているAZモーターではモーター負荷率
をモニタできるため運転電流の適正化が簡単です。モー
ター負荷率は運転中の速度における出力トルク（推力）に
対する実負荷トルクの比率です。（図24参照）

AZモーターはサポートソフトであるMEXE02にて
モーター負荷率を簡単にモニタすることができます。

●の位置において
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図 24　モーター負荷率

図25に台形運転を行ったときのモーター負荷率のモニ
タ波形を記載します。運転電流設定は3種類の条件を記し
ています。今回の運転条件の場合、運転電流40 %では負
荷率が 100 %以上となり、過負荷状態のため正常動作し
ないことが推測されます。
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【測定条件】
製品 ：DR28T2.5B03-AZAKL
動作方向 ：垂直上向き
設定速度 ：100 mm/s
設定加速度 ：0.5 m/s2

負荷質量 ：2 kg
移動量 ：30 mm

図 25　モーター負荷率の変化

図26に速度を示します。運転電流40 %では設定速度ど
おりの速度で動作しておらず、運転電流60 %では問題な
く動作していることがわかります。
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図 26　検出速度の変化

図27に運転電流を変更した場合での温度上昇による停
止位置の変位量を示します。運転電流100 %でのモーター
表面の温度上昇値は約32 ˚Cであり、停止位置の変位量は
約17.5 μmとなります。運転電流60 %にすることでモー
ター表面の温度上昇値は約20 ˚Cに低減し、停止位置の変
位量が約6 μmと、小さくなっていることがわかります。
このように、モーター負荷率モニタによって最適な電
流値設定が可能となり、機構部の熱膨張に起因する停止
位置の変位を最低限に抑えることができます。
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図 27　運転電流による停止位置の変位量
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7. まとめ
DRシリーズはステッピングモーターとボールねじを一

体構造とすることにより小型かつ高精度を実現していま
す。また、用途に合わせて最適な形状を選択することが
でき、多方向からの取り付けが可能であることから使い
勝手も向上しています。さらに、AZモーターではモーター
負荷率モニタ機能を使用することで運転電流の適正化が
簡単です。これによりモーターの発熱による機構部の熱
膨張を抑え、より高精度な位置決めが可能です。
今後も使いやすさを意識し、お客様の求める最適な動

きを実現できる製品の開発に努めていきます。

参考文献

（1） 安西  恒治，「コンパクトリニアアクチュエータDRSシリーズの開発」，
RENGA，No.168，（2007）， pp20-27

（2） 中西  祐，岩城  匡広，「ABZOセンサ搭載コンパクトリニアアクチュ
エータDRS2シリーズによる高精度位置決め運転」，機械設計，
Vol.60，No.11，（2016）， pp74-78

Copyright 2019   ORIENTALMOTOR CO.,LTD. 

筆者

狩野　大輔

機構商品事業部



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


