
 

 

                                                                                                                             

加工機本体 組立マニュアル 

このたびは当社製品をご購入頂きまして、まことにありがとうございます。 

本書はKitMill BT100/200 の加工機本体について、組立方法を説明しています。 

製品を末永く安全にご利用頂くため、作業はマニュアルを熟読し内容を理解したうえ行って下さい。 
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１．各部の名称
 

 

 

 

 
 

 

ベース／Y軸 

スピンドル 

加工テーブル 

X軸 

Z 軸 
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 ２．安全上の注意 
 

２.１ 表示の見かた 
下の表示は、誤った使い方をした場合に起こりうる、傷害や損害を表示したものです。内容をよくご理解の上、

作業を行って下さい。 

 

 使用者が死亡または後遺症が残るような傷害を負う危険が切迫して生じることが想定され

る内容を示しています。 

 使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合、ならびに物的損害の危険が生じる

内容を示しています。 

 使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、ならびに製品の故障が想定される内容を示し

ています。 

 

２.２ 組立上、設置上の注意 
 

• 本製品は機械の組立、電気機器の配線をお客様によって行っていただきます。間違った組立や配線は思わ

ぬ事故を引き起こす可能性がありますので、組立マニュアルをご熟読いただき、間違いの無いよう組立を

行ってください。 

 
 

• 部品にはバリが残っていることもあります。組立の際には手袋などを着用し、バリで指を切らないようご

注意下さい。 

• ねじ締めをはじめ、組立は確実に行って下さい。使用中に部品がはずれるとけがをするおそれがあります。 

• 子供の手の届かない場所に設置してください。思わぬ事故が発生するおそれがあります。 

 ! 危険 

 ! 警告 

 ! 注意 

 ! 注意 

 ! 警告 
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３．部品リスト 
 

開梱後、部品の確認をしてください。写真はすべて BT100 のものです。 

 

３.１ 本体の部品リスト 

部品形状 部品名称 数量 

 

ベースフレーム 

 

※BT200 ではサイズが異なります 

１ 

 

Y 軸リアプレート 1 

 

X 軸テーブル １ 
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Y 軸テーブル 

 

※BT200 ではサイズが異なります 

1 

 

Z 軸テーブル 1 

 

テーブルプレート 

 

※BT200 ではサイズが異なります 

1 

 

サイドフレーム L 

 

※ロットによって形状が異なる場合

があります。 

1 
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サイドフレーム R 

 

※ロットによって形状が異なる場合

があります。 

1 

 

X 軸カバー 1 

 

X 軸カバー取付金具 2 

 

X 軸リアカバー 1 
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Z 軸シャフトホルダ 1 

 

Y 軸モータマウント 1 

 

Z 軸モータマウント 1 

 

Z 軸カバー 1 
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ベアリングホルダA 

 

※ベアリングホルダAはねじの取付

部が貫通穴になっています 

2 

 

ベアリングホルダ B 

 

※ベアリングホルダBはねじの取付

部がねじ穴になっています 

1 

 

スピンドルマウント 1 

 

モータフランジ 1 

ねじ穴 

貫通穴 
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X 軸スライドシャフト 

長さ 254mm 
2 

 

Y 軸スライドシャフト 

 

※BT200 ではサイズが異なります 

BT100：長さ 207mm 

BT200：長さ 407mm 

2 

 

Z 軸スライドシャフト 

長さ 130mm 
2 

 

X 軸リードスクリュー 

長さ 244mm 

 

※ロットによって材質、表面処理が

異なる場合があります 

1 
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Y 軸リードスクリュー 

 

※BT200 ではサイズが異なります 

BT100：長さ 190mm 

BT200：長さ 390mm 

 

※ロットによって材質、表面処理が

異なる場合があります 

1 

 

Z 軸リードスクリュー 

長さ 105mm 

 

※ロットによって材質、表面処理が

異なる場合があります 

1 

 

加工テーブル 

 

※BT200 ではサイズが異なります 

1 

 

リードナット 6 
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セットスクリュー式スピンドル 

 

※セットスクリューが取付けられて

います。 

1 

 

モータープーリー 

 

※セットスクリューが取付けられて

います 

1 

 

カップリング 

 

※セットスクリューが同梱されてい

ます。 

3 

 

送りねじベアリング 6 
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ベアリングナット 

 

※セットスクリューが取付けられて

います 

2 

 

位置決めピン 2 

 

片軸ステッピングモーター 2 

 

両軸ステッピングモーター 1 
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スピンドルモーター 1 

 

ステッピングモーターケーブル 3 

 

スピンドルモーターケーブル 1 

 

丸ベルト 

 

※2 段プーリーに付属している高速

用丸ベルトとは大きさが異なります 

1 
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コルクシート 4 

 

リチウムグリース 1 
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ねじの種類と数量 

 

種類 ねじ径×長さ 仕上げ 数量 備考 

キャップスクリュー M３×５ 黒染 ５１ ※１ 

キャップスクリュー M３×８ 黒染 ４  

キャップスクリュー M３×１６ 黒染 １２  

キャップスクリュー M４×６ 黒染 ８  

キャップスクリュー M４×３５ 黒染 ４  

低頭キャップスクリュー M５×１０ 黒染 ４  

低頭キャップスクリュー M８×１２ 黒染 ８  

バインドスクリュー M３×５ 黒クロメート １４  

薄バインドスクリュー M４×６ ステンレス ４  

スリムヘッド＋小ねじ M３×５ ステンレス ６  

プレーンワッシャー M３ ステンレス １２  

プレーンワッシャー M５ ステンレス ４  

小径プレーンワッシャー M５ ステンレス １  

小径プレーンワッシャー M８ ステンレス ８  

セットピース M３ － １０ 予備1個を含む 

 ※１ BT100 をご購入の場合、使用数は 45個（6個余る）です。 

 

変更履歴 
� キャップスクリューM3×8を追加（2012年 2月以降出荷分） 

� キャップスクリューM3×5の数量を 57から 53に変更（2012年 4月以降出荷分） 

� キャップスクリューM3×5の数量を 53から 51に変更（2018年５月以降出荷分） 
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  ねじの種類と形状（参考） 
 

   
バインドスクリュー 

＋ドライバーを使用します 

キャップスクリュー 

六角レンチを使用します 
低頭キャップスクリュー 

頭の低いキャップスクリューです 

六角レンチを使用します 

   
スリムヘッド+小ねじ 

頭の薄い小ねじです 

+ドライバーを使用します 

プレーンワッシャー（平座金） 

 

 

 

小径プレーンワッシャー 

プレーンワッシャーより 

外径が小さくなっています 

   
ナット 

スパナを使用します 

セットスクリュー（イモネジ） 

六角レンチを使用します 

セットピース 

セットスクリューと一緒に使います 

 

写真は参考です。実際に製品に入っているものとは異なる場合があります。 

 

■仕上げの種類について 

ユニクロ：青みのかかった銀色 

黒染：黒色 

黒クロメート：黒色 

ステンレス（素材）：渋い銀色 
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３.２ 原点センサーセット（オプション品）の部品リスト 

 

原点センサーケーブル 3 

 

X 軸原点センサーマウント 1 

 

平型センサー 1 

 

L 型センサー 2 
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ねじの種類と数量 

 

種類 ねじ径×長さ 仕上げ 数量 備考 

バインドスクリュー M３×５ 黒クロメート ２  

キャップスクリュー M３×１０ 黒染 ６  

セットスクリュー M４×３５ ステンレス ３  

ナット M４ ステンレス ３  
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３.３ アルミハンドル（オプション品）の部品リスト 

 

アルミハンドルM５ 

 

※セットスクリューが取付けられて

います 

2 

 

アルミハンドルφ５ 

 

※セットスクリューが取付けられて

います 

1 

 
 

ねじの種類と数量 

 

種類 ねじ径×長さ 仕上げ 数量 備考 

セットピース M３ － 6  

 

 

変更履歴 
� セットピースM3の数量を 5から 6に変更（2012年 10月 17日以降出荷分） 
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３.４ 2 段プーリー（オプション品）の部品リスト 

 

2 段プーリー 

 

※セットスクリューが取付けられて

います。セットスクリューのねじ穴

はザグリ付のねじ穴となっています

（奥まった位置からねじ穴となりま

す）。 

1 

 

高速用丸ベルト 

 

※標準で付属している丸ベルトとは

大きさが異なります 

1 

 
 

ねじの種類と数量 

 

種類 ねじ径×長さ 仕上げ 数量 備考 

セットピース M３ － 1  
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３.５ 安全カバー（オプション品）の部品リスト 

 

フロントカバー 1 

 

マグネット 

 

※吸着板は使用しません 

2 

 

樹脂ワッシャ 2 

 

注意ステッカー 1 

 

  

吸着板 
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ねじの種類と数量 

 

種類 ねじ径×長さ 仕上げ 数量 備考 

トラスネジ M３×４ 黒クロメート ４  

トラスネジ M３×６ 黒クロメート ２  
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4. 組立方法 
 

４.１ 組立に関する注意 
 

  
組立はゆっくり丁寧に

 
  組立はあわてて短時間にやろうとせずに、ゆっくりと慎重に行ってください。金属は硬くて多少のことでは

傷つかないと思いがちですが、実は非常にデリケートで傷つきやすいものです。自分の気持ちを押し付けるよ

うな組立をすると、機械の精度を落とし、工具を傷つけ、自分もケガをします。あくまで機械側の気持ちを考

えながら、そして、手先に返ってくる反力を感じながら、やさしく丁寧に組立を行ってください。これはとて

も重要なことです。 

 

  
対角締めについて

 
  車のタイヤ交換などでご存知だと思いますが、ねじを締めるときは、１本毎に強く締めてから次のねじを締

めるのではなく、均等な力がかかるように、１本ねじを少し締めたら対角に位置するねじを少し締めるという

作業を繰り返し、徐々にねじを締めていきます。これを対角締めと言います。本キット組立時も、ねじを締め

るときはこの対角締めを行ってください。ねじの本数が多い場合や、配列によっては、対角という言葉が不適

切な場面もあると思いますが、要はどのねじも均等な力がかかるようにという意味があることを意識して組立

を行ってください。 

 

  
ゴミと汚れの除去

 
  部品を取り付ける際は、取付面についたゴミや汚れをよく落として下さい。ゴミや汚れがついたままの状態

で取り付けると、部品を傷つけ精度を落とし、寿命を短くしてしまいます。 

 

  
ねじの締める際の注意 

  基本的に「～をねじで固定します。」と記述のあるねじは以降の工程でもう締めることはありませんので、ゆ

るまないようしっかりと締めてください。「ゆるめにしておいて下さい。」とあった場合には、次以降の工程で

強く締めることになりますので、ゆるめにしておいて下さい。ゆるめとは、ねじを回していき止まったところ

で１／４回転ほど戻すことを意味します。 

また、ねじを締める強さですが、単に「強く締める」といっても、状況によってその強さは様々です。相手

の材料が鉄の場合もあれば、アルミのように弱い材料もあります。また、鉄であっても板厚の厚いものもあれ

ば薄いものもあります。その強さをうまく言葉で表現することはできませんので、組み立てる方の感覚にお任

せするしかありません。手先に返ってくる反力を感じながら、ねじ山をつぶさないように注意をお願いいたし

ます。 

 

  



 

23 

 

  
部品の取り扱いは慎重に 

本製品には高い精度で製作されている部品が多く含まれています。取り扱いによっては、部品の変形によって

軸が入らないなど、組立が困難となることがあります。また、部品の変形は製品の精度や寿命に大きく影響を与

えます。特にスライドシャフトやベアリングを叩き込むような組立をしないでください。隙間が少なければ入り

にくいのは確かですが、まっすぐに入れれば力が不要な場合がほとんどです。 

 

  
部品が取り付けられないときは 

① 使用部品が正しいか確認してください。似た形状の部品が多い場合、間違えやすいのでご注意ください。 

② 向きが正しいか確認してください。向きが反対でもその場では組みあがってしまう可能性もあり、後で他の

部品が取り付けられない場合もあります。 

③ 一度他の部品の取付ねじを緩めてください。ねじの径に対し、通し穴は大きく作られています。誤差が蓄積

してしまうと、正しい部品でも組みあがらなくなってしまいます。穴と穴の中心が合致するように組み立て

ると精度よく組みあがります。 
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４.２ Y 軸、ベースの組立 

 

ベースフレームにコルクシートを取

り付けます。 

 

■BT200 の場合、ベースフレームの全

長が長くなっています。 

 

ベースフレームにY軸リアプレート

を取り付けます。ここではねじはゆる

めにしておきます。 

 

■原点センサーセットをご購入の方 

セットスクリューをY軸テーブルに

取り付けます。セットスクリューは、

六角穴を外側にしておいたほうが後の

調整が楽になります。外側に１２mm

ほど突き出すように調整し、手でナッ

トを回して固定します。 

ねじはゆるめにしておきます。 

M４ナット 

ねじはゆるめに 
六角穴を外側にする 

１２mm程度つき出す 

セットスクリュー 

M４×３５ 

Y軸リアプレート 

薄バインドスクリュー 

M４×６：４本 

ねじはゆるめに 

コルクシート：４枚 

ベースフレーム 
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Y軸テーブルにY軸スライドシャフ

トを通します。 

 

■BT２００の場合、Y軸スライドシャ

フトの全長が長くなっています。 

 

シャフトを通しにくいかもしれませ

んが、ブッシュ（軸受）に無理な力が

かからないようにします。絶対にこじ

ったりしてはいけません。ブッシュを

損傷する可能性があります。 

もし、スライドシャフトがスムーズ

に動かない場合は、右側と左側のブッ

シュの向きが一致していない可能性が

あります。この場合、次の手順でブッ

シュの向きを修正する必要がありま

す。 

Y軸スライドシャフト：２本 

シャフトがスムーズに動くか 
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まず、左の写真のように、スライド

シャフトを右側のブッシュにだけ通し

た状態で、シャフトの右側を上下に揺

すってみてください。 

このとき、シャフト左端の揺れる範

囲の中心が、左側のブッシュの中心に

あるか確認してください。 

もし上にずれていた場合は、スライ

ドシャフトの右側を下の方向に動かし

て、ブッシュの向きを修正します。（あ

まり大きな力は必要ありません。） 

再度、スライドシャフトを揺らして

みて位置を確認し、中心が合うまでこ

の作業を繰り返して下さい。 

こんどは、左右方向から見て中心が

ずれていないかを確認し、修正を行っ

てください。 

 

下の写真のようにブッシュの方向か

らシャフトをのぞくとシャフトの振れ

が確認しやすくなります。 

 

テーブルを立てたときにシャフトが

自重で滑り出すぐらいに調整しておき

ます。 

 

こんどは、左側だけにスライドシャ

フトを入れてみて上記と同じ作業を繰

り返します。 

 

 右側と左側のブッシュの向きが一致

したとき、スライドシャフトはスムー

ズに動くようになります。 

ブッシュの方向から 

シャフトの振れをのぞく 

上下方向 

左右方向 

上下左右に揺すってみる 

揺れる範囲の中心が 

ブッシュの中心にあるか 
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X 軸テーブル、Z 軸テーブルにもそ

れぞれ対応するスライドシャフトを通

し、スムーズに動くか確認してくださ

い。 

 スムーズに動かない場合、同様の手

順で修正を行ってください。 

 

ベースフレームにY軸テーブルを取

り付けます。 

シャフトをねじで固定する際にねじ

を回すとスライドシャフトも同時に回

転してしまいますが、手前、奥と交互

にねじを締めていくことで、強く締め

ることができます。 

次の項目からシャフトの間隔の調整

を行います。ここではねじはゆるめに

しておきます。 

 

●組み立て方向に注意 

Y 軸リアプレート側とテーブルのセ

ットスクリューを取り付ける側を揃え

て組み立てます。 

低頭キャップスクリュー 

M8×12：４本 

向きに注意 

小径プレーンワッシャー 

M8：４個 

Y軸リアプレート 

X軸テーブル 

X軸スライドシャフト：２本 

Z 軸テーブル 

Z 軸スライドシャフト：２本 
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テーブルを移動させながら、シャフ

トを固定しているねじを少しずつ締め

ていきます。 

 

1. テーブルを奥に移動させて、奥の

ねじを少し締める。 

2. テーブルを手前に移動させて、手

前のねじを少し締める。 

 

シャフトを固定するねじがすべて締

まるまで 1～2 を繰り返します。途中

でテーブルの動きが重くなったらねじ

を少し緩め、再度 1～2 を繰り返しま

す。 

 

Ｙ軸テーブルが自重で滑るぐらいス

ムーズであればまず問題ありません。

自重で動かす場合は、端に勢いよくぶ

つけないように、手で支えながら動か

してください。勢い良くぶつけるとブ

ッシュの位置がズレてしまうことがあ

ります。 

 

どうしても動きがスムーズにならな

い場合は、シャフトにグリスを塗って

再度調整を行なってみてください。シ

ャフトに汚れが付きやすくなります

が、摩擦が少なくなる分動きが軽くな

ります。 

 

手間がかかる作業ですが、スムーズ

でないまま組み立てを続けると、実際

の切削においてステッピングモーター

が脱調するなどのトラブルの原因にな

ります。 

テーブルを寄せる 

手前のねじを締める 

テーブルを寄せる 

奥のねじを締める 
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 シャフトをベースフレームに固定し

たら、リアプレートの取付けねじをき

つく締めます。その後、もう一度Y軸

テーブルを動かし、スムーズに動くか

確認します。きつい場合、シャフトの

固定ねじをゆるめ、再度調整します。 

 

 

 Y 軸テーブルにテーブルプレートを

固定します。リアプレート側と切り欠

のある側を揃えて組み立てます。ねじ

はY軸テーブル側から差し込んで固定

します。 

 

■BT２００の場合、テーブルプレート

の全長が長くなっています。 

■BT２００の場合、部品数量が異なり

ます 

キャップスクリュー：８本 

キャップスクリュー 

M３×5：６本 

向きに注意 

テーブルプレート 

ねじを締める 
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テーブルプレートに加工テーブルを

固定します。ねじは対角締めで締めま

す。 

 

加工テーブルの反りが大きい場合、

反りの影響でテーブルの動きが重くな

る可能性があります。その場合、再度

シャフトの取付ねじを調整します。 

 

●組立方向に注意 

加工テーブルは座繰りのある面を上

にして組み立てます。 

■BT２００の場合、加工テーブルの全

長が長くなっています。 

■BT２００の場合、部品数量が異なり

ます 

キャップスクリュー：８本 

 

■原点センサーセットをご購入の方 

 L 型センサーをリアプレートに固定

します。 

 

Y 軸テーブルを一番手前に移動させ

て、セットスクリューがセンサー溝を

通るかを確認します。また、セットス

クリューの先端とセンサーの前面が同

じぐらいになるよう突き出し量を調整

します。 

調整後はセットスクリュー固定用の

ナットをスパナで締めてセットスクリ

ューが緩まないようにします。 

もし、テーブルが可動限界に来ても、

セットスクリューがセンサーを遮らな

い場合、原点復帰実行時にいつまでも

移動を繰り返してしまい、機器の破損

につながりますので注意が必要です。 

干渉がないか、センサー溝に 

セットスクリューが入るか確認 

テーブルを手前まで移動 

L 型センサー 

キャップスクリュー 

M３×１０：２本 

加工テーブル 

向きに注意 

キャップスクリュー 

M３×5：４本 
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 ベースフレームをひっくり返し、ベ

アリングホルダBを固定します。ねじ

は写真の奥側から差し込んで固定しま

す。 

 

リードナットを固定します。リード

ナットの穴は長穴になっており、リー

ドナット同士の間隔を調整できるよう

になっています。ここでは長穴の中央

ぐらいで、ねじをゆるめに締めておき

ます。 

 

●組立方向に注意 

リードナットは溝のあるほうを下に

して取り付けます。 

 

Y 軸リードスクリューを組み込みま

す。リアプレートの大きな穴から挿入

し、リードナットへまわして入れます。 

ねじがきつく、まわして入らない場

合、リードナットの固定ねじをゆるめ

ます。 

 

●部品損傷に注意 

Y 軸リードスクリューは曲がりやす

いので、強い力を加えるようなことは

絶対に避けてください。 

●組立方向に注意 

Y 軸リードスクリューはねじが切っ

てある側をベアリングホルダ側にして

ください。 

■BT２００の場合、全長の長いY軸リ

ードスクリューを使います。 

Y軸リードスクリュー 

向きに注意 

リードスクリューを曲げないように！！ 

まわして入れる 

プレーンワッシャー 

M３：４個 

リードナット：２個 

向きに注意 

キャップスクリュー 

M３×１６：４本 

ベアリングホルダB 

キャップスクリュー 

M３×５：２本 
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これよりリードスクリューにベアリ

ングナットを取り付けますが、その前

にベアリングナットについて説明させ

て頂きます。 

写真のように、ベアリングナットに

は片側にだけ段差があります。段差が

あるほうがベアリング側になります。

内径はねじになっており、リードスク

リューにまわして入れ、段差をベアリ

ングに接触させ、予圧をかけて使用し

ます。 

ベアリングホルダBをはさむように

ベアリングを組み込み、リードスクリ

ューを通してベアリングナットで固定

します。リードスクリューが回らない

よう、手で押さえながら、ベアリング

ナットを手で締めます。 

ベアリングのフランジ（つば）と板

は隙間のないようにしてください。 

ベアリングの取付穴は大きめになっ

ているため、ベアリングをはめるとガ

タがありますが、これはリードスクリ

ューのラジアル変位を許容するために

必要なものです。 

 

●組立方向に注意 

 ベアリングのフランジ（つば）の方

向を写真と合わせて組み立てます。 

●部品損傷に注意 

ベアリングナットの締め付けは手の

力だけで十分です。工具を使って締め

付けると部品を損傷する可能性があり

ます。 

送りねじ用ベアリング：２個 

ベアリングナット 

ベアリングに通す 

ベアリングホルダB 

段差のあるほうがベアリング側 
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ベアリングナットをセットスクリュ

ーで固定します。ここで必ずセットピ

ースを入れます。忘れるとセットスク

リューによりリードスクリューのねじ

山を痛め、ベアリングナットの取り外

しができなくなります。 

 

●部品損傷に注意 

セットピースが入っていても、必要

以上に強い力で締めると相手のねじを

いためてしまいます。 

 

軸をセットスクリューで固定する際

にはセットピースをあらかじめ入れて

おきます。忘れるとセットスクリュー

により軸の円筒面を傷つけ、部品の取

り外しができなくなります。 

また、セットピースが曲がって入っ

ているとセットスクリューが最後まで

入りません。セットピースが穴の底で

水平になっているかを必ず確認しま

す。 

 

■アルミハンドルをご購入の方 

ベアリングナットの代わりに、アル

ミハンドル M５でベアリングを固定

します。アルミハンドルM５を使用す

る場合も、セットピースを入れてセッ

トスクリューで固定します。 

セットピース 

M３：２個 

セットスクリュー 

（付属）：２本 

セットピースを入れて固定すること 

アルミハンドルM５ 

セットピースが水平に入っているか確認 

セットピース 

M３：１個 

セットスクリュー 

（付属）：１本 

セットピースを入れて固定すること 
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 これよりカップリングとリードスク

リューの軸を締結しますが、その前に

D カットについて説明させて頂きま

す。 

写真のように、リードスクリューと

ステッピングモーターの軸にはDカッ

トと呼ばれる加工がされています。こ

のカットには以下の役割があります。 

� セットスクリューの伝達トルク向上 

� セットスクリューによる軸円筒面へ

のキズ防止 

（セットスクリューが軸円筒面に強く

接触すると、傷がつき周りが隆起しま

す。すると、軸に取り付けた部品が取

れなくなってしまいます。しかし、D 

カットの部分に傷がついて隆起して

も、元々カットされているので部品が

抜けなくなる心配がありません） 

 

 また、D カットへのセットスクリュ

ーの固定は以下のように行います。 

1. セットスクリューを締めて、D カ

ットに軽く当てる 

2. カップリングもしくはシャフトが

少し回転するか確認する 

3. 回転する場合、回転角の中央付近

でセットスクリューを軽く締める 

2 と 3 を繰り返し、回転しなくなっ

た位置でセットスクリューを強く締め

る。 

 

カップリングをリードスクリューに

固定します。リードスクリューの軸の

D カットとセットスクリューの位置を

合わせ、セットスクリューを締めて固

定します。 

 

D カットのない部分にはセットピー

スが必要です。セットピースは付属の

セットスクリューを一度外してから取

り付けます。 

セットピース 

M３：１個 

Dカットのない部分にはセットピースを使用すること 

セットスクリュー 

（付属）：２本 

ステッピングモーター 

リードスクリュー 
Dカット 
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これよりリードナットの位置を調整

し、バックラッシを除去しますが、こ

のバックラッシについて説明いたしま

す。 

バックラッシとは、接触しながら相

対運動する機械部品において、設計で

任意に設けられた隙間のことです。こ

れがないと機械はスムーズに動きませ

んが、このバックラッシによってガタ

が発生してしまい、位置決め精度が悪

くなってしまいます。 

 

本製品では2つのナットの間隔を詰

めて固定することでバックラッシを減

らし、精度を向上させています。しか

し、バックラッシを完全に０にしよう

とすると摩擦によりねじの動きが重く

なります。何回か試しながら最適な位

置で固定するようにします。 

 

リードスクリューのバックラッシを

調整します。まず、上側のリードナッ

トの取付ねじを締め、位置を固定しま

す。 

 

●部品損傷に注意 

ねじを必要以上に強く締めこむとリ

ードナットを損傷する可能性がありま

す。 

ねじを締める 

バックラッシにより、ガタが発生 

ナット 

ねじ 隙間（バックラッシ） 

ナット 

隙間（バックラッシ） 

バックラッシにより、ガタが発生 

ナット 

ねじ 
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次に、下側のリードナットを矢印の

方向に押し付けることでナットの間隔

を狭めます。押し付けながらねじを締

めることでナットの間隔を固定しま

す。（リードナット同士が接触するわけ

ではありません）締めた後にリードス

クリューを回してみて、動きが重い場

合はねじをゆるめて、力を弱めにしな

がらねじを締め直してください。 

なかなかバックラッシが除去できな

い場合、片方のリードナットを少し斜

めにして取り付ける方法もあります。 

 

グリスを塗りながら、リードスクリ

ューをまわし、テーブルが可動範囲内

において動きが固くないか、ガタがな

いかを確認します。動きが固い場合 

・リードナットの取付ねじ 

・ベアリングホルダの取付ねじ 

をゆるめて締め直します。 

場合によってバックラッシも再度調

整します。リードスクリューが固定さ

れるベアリングホルダ側で動きが固く

なりやすいので、テーブルをベアリン

グホルダ側に寄せて調整することをお

すすめします。 

 

片軸ステッピングモーターにY軸モ

ーターマウントを固定します。 

Y 軸モーターマウントには向きがあ

ります。写真と同じ向きで固定してく

ださい。 

コネクタとDカットの向きは写真の

ようにしてください。後の組み立てが

楽になります。 

Y軸モータマウント 

片軸ステッピングモーター 

キャップスクリュー 

M３×５：４本 

長い 

短い Dカットの向きを調整 
向きに注意 

向きに注意 

グリスを塗る 

ねじを締める 

押し付けながら 
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先ほどのステッピングモーターを固

定します。コネクタの向きを写真と揃

えてください。 

 

ステッピングモーターの軸のDカッ

トとセットスクリューの位置を合わ

せ、セットスクリューを締めて固定し

ます。 

 

D カットのない部分にはセットピー

スが必要です。セットピースは付属の

セットスクリューを一度外してから取

り付けます。 

 

 ステッピングモーターを回転させた

ときに、リードスクリューが激しく振

動する場合 

・リードナットの取付ねじ 

・ベアリングホルダの取付ねじ 

・ステッピングモーターの取付ねじ 

をゆるめて締め直してみてください。 

 

これでY軸の組立は完了です。 

セットピース 

M３：１個 

Dカットのない部分にはセットピースを使用すること 

セットスクリュー 

（付属）：２本 

キャップスクリュー 

M３×５：４本 

向きに注意 
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４.３ Z 軸の組立  

 

Z 軸テーブルにリードナットを取り

付けます。リードナットの穴は長穴に

なっており、リードナット同士の間隔

を調整できるようになっています。こ

こでは長穴の中央ぐらいで、ねじをゆ

るめにしておきます。 

 

■原点センサーセットをご購入の方 

Z 軸センサードグとなるセットスク

リューを取り付けます。 

セットスクリューは、六角穴を外側

にしておいたほうが後の調整が楽に

なります。外側に１７mmほど突き出

すように調整し、手でナットを回して

固定します。 

ねじはゆるめにしておきます。 

 

Z軸テーブルのブッシュにZ軸スラ

イドシャフトを挿入します。 

Z 軸スライドシャフト：２本 

M４ナット 

ねじはゆるめに 
六角穴を外側にする 

１７mm程度つき出す 

セットスクリュー 

M４×３５ 

リードナット：２個 

キャップスクリュー 

M３×１６：４本 

プレーンワッシャー 

M３：４個 

ねじはゆるめに 
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今度はX軸テーブルにZ軸シャフト

ホルダを取り付けます。本製品はX軸

テーブルがZ軸ベースの役割を持ちま

す。 

向きを間違えやすいので、写真をよ

く参照しながら取り付けます。 

ねじはゆるめにしておきます。 

 

Z 軸スライドシャフトを固定して先

ほど組み立てたZ軸テーブルを取り付

けます。Z 軸テーブルの向きを写真と

揃えてください。 

Y 軸スライドシャフトの時と同様

に、テーブルがスムーズに動くように

シャフト取付位置の調整を行います。 低頭キャップスクリュー 

M５×１０：４本 

プレーンワッシャー 

M５：４個 

向きに注意 

バインドスクリュー 

M３×５：６本 

ねじはゆるめに 

X軸テーブル 

向きに注意 

Z 軸シャフトホルダ 
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Z 軸シャフトホルダを固定している

６本のねじを締めます。締めた後も Z

軸テーブルがスムーズに動くかを確

認します。動きがきつい場合、再度 Z

軸スライドシャフトの固定ねじを緩

め、調整を行います。 

 

Z 軸リードスクリューを組み込みま

す。X軸テーブルの穴から挿入し、リ

ードナットへまわして入れます。 

ねじがきつく、まわして入らない場

合、リードナットの固定ねじをゆるめ

ます。 

 

●部品損傷に注意 

Z 軸リードスクリューは曲がりやす

いので、強い力を加えるようなことは

絶対に避けてください。 

●組立方向に注意 

Ｚ軸リードスクリューは軸端処理

のある方を後ろにして組み込んでく

ださい。 

まわして入れる 

Z 軸リードスクリュー 

向きに注意 

リードスクリューを曲げないように！！ 

ねじを締める 
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Z 軸モーターマウントにベアリング

ホルダAを固定します。 

 

 

送りねじ用ベアリングをリードス

クリューとベアリングホルダに取り

付け、モーターマウントをセットしま

す。 

ベアリングの取付穴は大きめにな

っているため、ベアリングをはめると

ガタがありますが、これはリードスク

リューのラジアル変位を許容するた

めに必要なものです。 

 

 

●組立方向に注意 

 ベアリングのフランジ（つば）の方

向を写真と合わせて組み立てます。 

 

ベアリングに通す 

送りねじ用ベアリング：２個 

Z 軸モーターマウント 

キャップスクリュー 

M３×５：２本 

ベアリングホルダA 
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Z 軸モーターマウントを固定しま

す。 

 

●組立方向に注意 

L 型センサー取り付けのため、Z 軸

モーターマウントの向きを写真のよ

うにして固定します。 

 

 

小径プレーンワッシャーとカップ

リングをセットします。 

必ず小径プレーンワッシャーをは

さみます。これを忘れると固定した際

に動きが渋くなってしまいます。 

カップリング 

小径プレーンワッシャー 

M５：１個 

キャップスクリュー 

M３×５：４本 
向きに注意 
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Z軸リードスクリューの軸のDカッ

トとセットスクリューの位置を合わ

せ、セットスクリューを締めて固定し

ます。 

その際、ガタを除去するためにカッ

プリングとZ軸テーブルをお互いに引

き寄せるように手で押さえ、軽く力を

加えながら、カップリングを固定しま

す。 

Y 軸の組み立てと同様、ベアリング

のフランジ（つば）と板は隙間のない

ようにしてください。 

 

Dカットのない部分にはセットピー

スが必要です。セットピースは付属の

セットスクリューを一度外してから

取り付けます。 

 

リードスクリューのバックラッシ

を調整します。まず、右側のリードナ

ットの取付ねじを締め、位置を固定し

ます。 

 

●部品損傷に注意 

ねじを必要以上に強く締めこむと

リードナットを損傷する可能性があ

ります。 

 

次に、左側のリードナットを矢印の

方向に押し付けることでナットの間

隔を狭めます。押し付けながらねじを

締めることでナットの間隔を固定し

ます。（リードナット同士が接触する

わけではありません）締めた後にリー

ドスクリューを回してみて、動きが重

い場合はねじをゆるめて、力を弱めに

しながらねじを締め直してください。 

なかなかバックラッシが除去でき

ない場合、片方のリードナットを少し

斜めにして取り付ける方法もありま

す。 

ねじを締める 

押し付けながら 

ねじを締める 

セットピース 

M３：１個 

セットスクリュー 

（付属）：２本 軽く力を加えながら固定する 

Dカットのない部分にはセットピースを使用すること 
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グリスを塗りながら、リードスクリ

ューをまわし、テーブルが可動範囲内

において動きが固くないか、ガタがな

いかを確認します。動きが固い場合 

・リードナットの取付ねじ 

・ベアリングホルダの取付ねじ 

・モーターマウントの取付ねじ 

をゆるめて締め直します。 

場合によってバックラッシも再度

調整します。リードスクリューが固定

されるベアリングホルダ側で動きが

固くなりやすいので、テーブルをベア

リングホルダ側に寄せて調整するこ

とをおすすめします。 

ステッピングモーターを回転させ

たときに、リードスクリューが激しく

振動する場合も同様の調整を行なっ

てください。 

 

両軸ステッピングモーターにねじ

を取り付けておきます。 

4 本ともねじは完全に締めず、

3mmほど隙間をあけておきます。 

コネクタと D カットの向きは写真

のようにしてください。後の組み立て

が楽になります。 

両軸ステッピングモーター 

キャップスクリュー 

M３×５：４本 

３mmほど隙間をあける 

Dカットの向きを調整 向きに注意 

グリスを塗る 
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Z 軸モーターマウントは、ステッピ

ングモーターにねじが取り付けられ

た状態でステッピングモーターの取

り付け・取り外しが可能になっていま

す。 

まず、カップリングの穴にさきほど

のステッピングモーターのシャフト

を入れます。次に写真のようにZ軸モ

ーターマウントの取付穴にねじの頭

を合わせてステッピングモーターを

取り付けます。その際、コネクタが写

真の向きになるようにしておきます。 

 

ステッピングモーターを写真で示

す向きに回すとZ軸モーターマウント

にセットされます。（ステッピングモ

ーターを右手で持ち、ねじを締めるイ

メージです） 

写真の位置でねじを締めてステッ

ピングモーターを固定します。 

 

ステッピングモーターの軸の D カ

ットとセットスクリューの位置を合

わせ、ねじを締めて固定します。 

 

Dカットのない部分にはセットピー

スが必要です。セットピースは付属の

セットスクリューを一度外してから

取り付けます。 

セットピース 

M３：１個 

セットスクリュー 

（付属）：２本 

Dカットのない部分にはセットピースを使用すること 

まわしてセット 

ねじを締める 

両軸ステッピングモーター 

取付穴にあわせてセット 
向きに注意 
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■アルミハンドルをご購入の方 

ステッピングモーターの軸の D カ

ットとセットスクリューの位置を合

わせ、ねじを締めて固定します。 

 

Dカットのない部分にはセットピー

スが必要です。セットピースは付属の

セットスクリューを一度外してから

取り付けます。 

 

Z軸に Z軸カバーを固定します。 

 

■原点センサーセットをご購入の方 

L 型センサーをモーターマウントに

固定します。 

L 型センサー 

キャップスクリュー 

M３×１０：２本 

バインドスクリュー 

M３×５：４本 

Z 軸カバー 

セットスクリュー 

（付属）：２本 

Dカットのない部分にはセットピースを使用すること 

セットピース 

M３：１個 

アルミハンドルφ５ 
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Z 軸テーブルを一番手前に移動させ

て、セットスクリューがセンサー溝を

通るかを確認します。また、セットス

クリューの先端とセンサーの前面が

同じぐらいになるよう突き出し量を

調整します。 

調整後はセットスクリュー固定用

のナットをスパナで締めてセットス

クリューが緩まないようにします。 

もし、テーブルが可動限界に来て

も、セットスクリューがセンサーを遮

らない場合、原点復帰実行時にいつま

でも移動を繰り返してしまい、機器の

破損につながりますので注意が必要

です。 

 

これでZ軸の組立は完了です。 

  
 

干渉がないか、センサー溝に 

セットスクリューが入るか確認 

テーブルを手前まで移動 
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４.４ X 軸、サイドフレームの組立  

 

X軸テーブルにリードナットを取り

付けます。リードナットの穴は長穴に

なっており、リードナット同士の間隔

を調整できるようになっています。こ

こでは長穴の中央ぐらいで、ねじをゆ

るめにしておきます。 

 

■原点センサーセットをご購入の方 

X軸センサードグとなるセットスク

リューを取り付けます。 

セットスクリューは、六角穴を外側

にしておいたほうが後の調整が楽に

なります。外側に２１mmほど突き出

すように調整し、手でナットを回して

固定します。 

ねじはゆるめにしておきます。 

 

X軸テーブルにX軸スライドシャフ

トを通します。 

X軸スライドシャフト：２本 

M４ナット 

ねじはゆるめに 

六角穴を外側にする 

２１mm程度つき出す 

セットスクリュー 

M４×３５ 

リードナット：２個 
キャップスクリュー 

M３×１６：４本 

プレーンワッシャー 

M３：４個 

ねじはゆるめに 
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サイドフレームLとサイドフレーム

R をベースフレームに取り付けます。

ここではねじはゆるめにしておきま

す。 

 

 X 軸スライドシャフトを固定してX

軸テーブルを取り付けます。Y 軸スラ

イドシャフトの時と同様に、テーブル

がスムーズに動くようにシャフト取

付位置の調整を行います 

 

シャフトをサイドフレームに固定

したら、サイドフレームの取付ねじ８

本を締めます。その後、もう一回X軸

テーブルを動かし、スムーズに動くか

確認します。きつい場合、X軸スライ

ドシャフトの固定ねじをゆるめ、再度

調整します。 

ねじを締める 

低頭キャップスクリュー 

M８×１２：４本 

小径プレーンワッシャー 

M８：４個 

ねじはゆるめに 

サイドフレーム L 

サイドフレームR 

キャップスクリュー 

M４×６：８本 
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■原点センサーセットをご購入の方 

 平型センサーを X 軸原点センサー

マウントに固定します。 

 

平型センサーをサイドフレームLに

固定します。 

 

X軸テーブルを一番手前に移動させ

て、セットスクリューがセンサー溝を

通るかを確認します。また、セットス

クリューの先端とセンサーの前面が

同じぐらいになるよう突き出し量を

調整します。 

調整後はセットスクリュー固定用

のナットをスパナで締めてセットス

クリューが緩まないようにします。 

もし、テーブルが可動限界に来て

も、セットスクリューがセンサーを遮

らない場合、原点復帰実行時にいつま

でも移動を繰り返してしまい、機器の

破損につながりますので注意が必要

です。 

確認後、L 型センサーをいったん取

り外しておきます。 

干渉がないか、センサー溝に 

セットスクリューが入るか確認 

テーブルを手前まで移動 

確認後、いったん取り外しておく 

バインドスクリュー 

M３×５：２本 

平型センサー 

X軸原点センサーマウント 

平型センサー 

キャップスクリュー 

M３×１０：２本 
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 サイドフレームRにベアリングホル

ダAを固定します。 

 

X軸リードスクリューを組み込みま

す。サイドフレームの穴から挿入し、

リードナットへまわして入れます。 

ねじがきつく、まわして入らない場

合、リードナットの固定ねじをゆるめ

ます。 

 

●部品損傷に注意 

リードスクリューは曲がりやすい

ので、強い力を加えるようなことは絶

対に避けてください。 

●組立方向に注意 

 Y 軸リードスクリューはねじが切っ

てある側をベアリングホルダ側にし

てください。 

まわして入れる 

X軸リードスクリュー 
向きに注意 

リードスクリューを曲げないように！！ 

ベアリングホルダA 

キャップスクリュー 

M３×５：２本 
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ベアリングホルダをはさむように

ベアリングを組み込み、リードスクリ

ューを通してベアリングナットで固

定します。リードスクリューが回らな

いよう、手で押さえながら、ベアリン

グナットを手で締めます。 

ベアリングのフランジ（つば）と板

は隙間のないようにしてください。 

ベアリングの取付穴は大きめにな

っているため、ベアリングをはめると

ガタがありますが、これはリードスク

リューのラジアル変位を許容するた

めに必要なものです。 

 

●部品損傷に注意 

ベアリングナットの締め付けは手

の力だけで十分です。工具を使って締

め付けると部品を損傷する可能性が

あります。 

●組立方向に注意 

 ベアリングのフランジ（つば）の方

向を写真と合わせて組み立てます。 

 

ベアリングナットをセットスクリ

ューで固定します。ここで必ずセット

ピースを入れます。忘れるとセットス

クリューによりリードスクリューの

ねじ山を痛め、ベアリングナットの取

り外しができなくなります。 

 

●部品損傷に注意 

セットピースが入っていても、必要

以上に強い力で締めると相手のねじ

をいためてしまいます。 

セットピース 

M３：１個 

セットスクリュー 

（付属）：１本 

セットピースを入れて固定すること 

ベアリングナット 
ベアリングに通す 

送りねじ用ベアリング：２個 
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■アルミハンドルをご購入の方 

ベアリングナットの代わりに、アル

ミハンドル M５でベアリングを固定

します。アルミハンドルM５を使用す

る場合も、セットピースを入れてセッ

トスクリューで固定します。 

 

カップリングをリードスクリュー

に固定します。リードスクリューの軸

の D カットとセットスクリューの位

置を合わせ、セットスクリューを締め

て固定します。 

 

Dカットのない部分にはセットピー

スが必要です。セットピースは付属の

セットスクリューを一度外してから

取り付けます。 

 

リードスクリューのバックラッシ

を調整します。まず、左側のリードナ

ットの取付ねじを締め、位置を固定し

ます。 

 

●部品損傷に注意 

ねじを必要以上に強く締めこむと

リードナットを損傷する可能性があ

ります。 

ねじを締める 

セットピース 

M３：１個 

セットスクリュー 

（付属）：２本 

Dカットのない部分にはセットピースを使用すること 

セットピース 

M３：２個 

セットスクリュー 

（付属）：２本 

セットピースを入れて固定すること 

アルミハンドルM５ 
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次に、右側のリードナットを矢印の

方向に押し付けることでナットの間

隔を狭めます。押し付けながらねじを

締めることでナットの間隔を固定し

ます。（リードナット同士が接触する

わけではありません）締めた後にリー

ドスクリューを回してみて、動きが重

い場合はねじをゆるめて、力を弱めに

しながらねじを締め直してください。 

なかなかバックラッシが除去でき

ない場合、片方のリードナットを少し

斜めにして取り付ける方法もありま

す。 

 

グリスを塗りながら、リードスクリ

ューをまわし、テーブルが可動範囲内

において動きが固くないか、ガタがな

いかを確認します。動きが固い場合 

・リードナットの取付ねじ 

・ベアリングホルダの取付ねじ 

をゆるめて締め直します。 

場合によってバックラッシも再度

調整します。リードスクリューが固定

されるベアリングホルダ側で動きが

固くなりやすいので、テーブルをベア

リングホルダ側に寄せて調整するこ

とをおすすめします。 

 

片軸ステッピングモーターを取り

付ける前に、Dカットの向きを調整し

ます。 

コネクタと D カットの向きは写真

のようにしてください。後の組み立て

が楽になります。 

片軸ステッピングモーター 

Dカットの向きを調整 

向きに注意 

グリスを塗る 

押し付けながら 

ねじを締める 
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サイドフレームLに片軸ステッピン

グモーターを固定します。コネクタが

下向きになるようにします。 

ステッピングモーターを回転させ

たときに、リードスクリューが激しく

振動する場合 

・リードナットの取付ねじ 

・ベアリングホルダの取付ねじ 

・ステッピングモーターの取付ねじ 

をゆるめて締め直してみてください。 

 

※キャップスクリューM3×8 が同梱

されていない場合はキャップスクリ

ューM3×5をご使用ください。 

 

ステッピングモーターの軸の D カ

ットとセットスクリューの位置を合

わせ、ねじを締めて固定します。 

 

Dカットのない部分にはセットピー

スが必要です。セットピースは付属の

セットスクリューを一度外してから

取り付けます。 

 

両側のサイドフレームに X 軸カバ

ー取付金具を取り付けます。 

 

●組立方向に注意 

 X 軸カバー取付金具の中央に切り欠

があるほうをサイドフレームに固定

します。 

X軸カバー取付金具：２個 

キャップスクリュー 

M3×５：４本 

セットピース 

M３：１個 

セットスクリュー 

（付属）：２本 

Dカットのない部分にはセットピースを使用すること 

キャップスクリュー 

M3×８：４本 ※ 

ステッピングモーター 

向きに注意 
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X軸カバーを取り付けます。X軸テ

ーブルを一番左側から 20mmほど右

に寄せておきます。次にX軸カバーを

上側に寄せながら、右からスライドさ

せて写真のように挿入します。 

 

セットしたX軸カバーの穴をX軸カ

バー取付金具のねじ穴にあわせて固

定します。固定後、X軸テーブルは中

央に寄せておきます。 

 

X軸リアカバーを固定します。 

 

■原点センサーセットをご購入の方 

平型センサーを再度取付けます。 

バインドスクリュー 

M3×５：２本 

X軸リアカバー 

バインドスクリュー 

M3×５：４本 

X軸カバー 

X 軸テーブルは左側

に寄せておく 

上側に寄せながら 

スライドさせてセット 

スリムヘッド＋小ねじ 

M3×５：４本 
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これでX軸の組立は完了です。 
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４.５ スピンドルの組立  

 

 念のため、セットスクリュー式スピ

ンドルにガタがないか確認しておき

ます。セットスクリュー式スピンドル

の回転軸であるスピンドルシャフト

を手でつかみ、上下に動かしてガタが

ないか確認します。 

 ガタがある場合、セットスクリュー

式スピンドル上部にあるプーリーの

セットスクリューを緩め、スピンドル

シャフトが回転しないように手で押

さえながら、プーリーを手で回してガ

タをなくします。最後に、緩めたセッ

トスクリューをしっかりと締めます。 

 

スピンドルマウントに位置決めピ

ンを固定します。 

この位置決めピンはセットスクリ

ュー式スピンドルの取り付け位置を

固定することで、セットスクリュー式

スピンドル交換時に垂直度を維持す

る役割があります。 

 

セットスクリュー式スピンドルを、

位置決めピンがセットスクリュー式

スピンドルの溝にはまるように差し

込みます。 

溝にはまるように差し込む 

セットスクリュー式

スピンドル 

スピンドルマウント 

位置決めピン：２個 

スリムヘッド＋小ねじ 

M3×５：２本 

ガタがないか確認 

セットスクリュー 

回して締める 
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セットスクリュー式スピンドルの

端面がスピンドルマウントの下端と

平行になるように位置を調整します。

左右にねじると位置を調整できます。 

スピンドルの平行は切削を行って

からでも調整するので、ここではおお

まかな目測で組み立てます。 

位置が調整できたら固定します。 

 

スピンドルモーターにモーターフ

ランジを固定します。 

 

●組立方向に注意 

モーターフランジは写真と同じよ

うに固定してください。 

 

スピンドルモーターを取付けます。

ねじはゆるく締めます。 

キャップスクリュー 

M３×５：２本 

ねじはゆるめに 

スピンドルモーター 

キャップスクリュー 

M3×５：３本 

モーターフランジ 

スピンドルモーター 

向きに注意 

キャップスクリュー 

M４×３５：４本 

平行を確認 

左右にねじって調整 
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スピンドルモーターにモータープ

ーリーを取り付けます。スピンドルプ

ーリーとベルトが平行になるように

調整し、セットスクリューで固定しま

す。（モーターの軸が３mm 突き出す

ぐらいです）。 

モーターのシャフトにキズをつけ

ないよう、セットピースを使います。 

 

スピンドルプーリーとモータープ

ーリーに丸ベルトを取り付けます。こ

のとき、プーリーの位置がずれている

とベルトが斜めになり、切削中に外れ

てしまう危険性があります。ここでベ

ルトがまっすぐかを確認しておきま

す。 

 

ベルトをピンと張った状態にする

ため、モーターを上側に引き、モータ

ーを固定している2本のねじを締めま

す。 

モーターを引き、 

丸ベルトに張力をかける 

ねじを締める 

丸ベルト 

丸ベルト 

ベルトがまっすぐか確認 

モータープーリ 

セットピース 

M３：１個 

セットスクリュー 

（付属）：１本 

セットピースを使用すること 



 

61 

 

 

Z 軸テーブルにスピンドル固定用の

ねじを取り付けます。ねじを最後まで

締めず、３mmほどねじの隙間が開く

ようにセットします。 

ここでは写真のようにセットしま

すが、ねじの位置を４本ともひとつ上

にずらすことでスピンドルの初期位

置を高くセッティングすることも可

能です。 

 

スピンドルマウントの長穴下部に

は大きい穴が開いているので、そこか

らひっかけるようにZ軸にセットしま

す。そのままスピンドルを下側にスラ

イドさせ、長穴にあたるところでねじ

を締め、スピンドルを固定します。 

 

これで機械の組立は完了です。 

ねじを締める 

ひっかけるようにスピンドルをセット 

キャップスクリュー 

M３×５：４本 

３mmほど隙間をあける 
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４.６ 安全カバー（オプション品）の組立  
写真では配線済の加工機を使用していますが、安全カバーの組立は配線前でも行えます。 

 

フロントカバーにマグネットを固

定します。ねじを強く締め過ぎるとね

じ山がつぶれるので注意します。 

フロントカバーの底面とマグネッ

トの底面の高さを揃えるようにしま

す。 

 

※吸着板は使用しないので、マグネッ

トから取り外しておきます。 

 

フロントカバーに樹脂ワッシャを

固定します。ねじを強く締め過ぎると

ねじ山がつぶれるので注意します。 

樹脂ワッシャは写真で示す方向に

寄せるようにして固定します。 

寄せて固定する 

樹脂ワッシャ：2個 

トラスネジ 

M3×6：2本 

フロントカバー 

マグネット：2個 

トラスネジ 

M3×４：４本 

高さを揃える 



 

63 

 

 

加工機にフロントカバーを取り付

けます。取り付けは、フロントカバー

に固定しているマグネットで行いま

す。 

サイドフレームとフロントカバー

が組み合うように位置を調整します。 

 

何度か取り付け、取り外しを行い、

マグネットの位置が下がらないか確

認します。 

写真のようにフロントカバーを傾

けると取り外しやすいです。 

 

フロントカバーのよく見える位置

に注意ステッカーを貼り付けます。 

これで組立は完了です。 

  

 

注意ステッカー 

傾ける 

組み合うように 
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５. 配線方法 
 

５.１ 配線について 

 

 

機械的にはもう動かせる状態です

が、配線を固定しないと可動部への挟

み込みや断線の可能性があり危険で

す。ここでは配線方法についてご紹介

します。 

 

この作業には結束バンドと熱収縮チ

ューブを使用します。TRA100に同梱

されているものをご使用ください。 
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５.２ スピンドルモーターへの半田付け 

 

半田付けをスムーズに行うため、ス

ピンドルモーターの端子にあらかじめ

半田をつけておきます。 

 

スピンドルモーターにスピンドルモ

ーターケーブルを半田付けします。 

 

15mm 程度にカットした熱収縮チ

ューブを赤と黒のケーブルに通してか

ら半田付けしてください。半田付けす

る前に通しておかないと、熱収縮チュ

ーブが取付けられません。 

 

端子に熱伸縮チューブをかぶせ、ド

ライヤーやライター、半田ごてを使っ

てチューブを熱して取付けます。 

  

  

熱収縮チューブを通してから

半田付けする 

スピンドルモーターケーブル 

熱収縮チューブ 

：１５mmにカット 

半田をつけておく 



 

66 

 

５.３ ケーブルの引き回し 

 

結束バンドを使ってスピンドルモー

ターケーブルをスピンドルモーターに

固定します。 

 

結束バンド１本だけでは長さが足り

ず固定できませんが、複数本連結させ

れば固定できます。ここでは３本連結

させれば固定できます。 

 

スピンドルモーターケーブルとZ軸

のケーブルをZ軸モーターマウントの

穴２ヶ所を使って固定します。 

 

スピンドルモーターケーブルはZ軸

動作時に屈曲しますので、ケーブルに

はゆとりを持たせて下さい。 

 

スピンドルモーターケーブルとZ軸

のケーブルをX軸リアカバーの穴２ヶ

所を使って固定します。また、ケーブ

ルがバラけないようにまとめておきま

す。 

 

この部分のケーブルはX軸動作時に

屈曲しますので、ケーブルにはゆとり

を持たせて下さい。 

結束バンド：４本 

ケーブルにゆとりを持たせる 

結束バンド：２本 

ケーブルにゆとりを持たせる 

Z 軸ステッピングモータ

ーケーブル 

Z 軸原点センサーケーブル 

結束バンド：３本 

スピンドルモーターケーブル 
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スピンドルモーターケーブルと X、

Z 軸のケーブルをサイドフレーム L の

穴１ヶ所を使って固定します。 

 

Y 軸のケーブルをベースフレームの

穴２ヶ所を使って固定します。 

 

以上で配線は終了です。 

  

結束バンド：２本 

Y 軸ステッピングモータ

ーケーブル 

Y軸原点センサケーブル 

結束バンド：１本 

X 軸ステッピングモータ

ーケーブル 

X軸原点センサケーブル 
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６．調整 
 

６.１ スピンドル垂直度の調整 

 
 

本製品はスピンドルの垂直度の調整が可能です。大きな径のエンドミルでＹ軸方向に送りをかけた際に発生し

やすいのですが、Ｘ軸方向に段差が発生する場合、スピンドルの垂直度の調整を行ってください。調整はスピン

ドルブロックの奥にある位置決めピンの位置調整によって行います。位置決めピンの調整法は以下の方法によっ

て行います。 

① 丸ベルトをはずす 

② セットスクリュー式スピンドルを固定している４本のキャップスクリューをゆるめる 

③ セットスクリュー式スピンドルを左右にねじってスピンドルの垂直度を調整する 

④ 調整終了後、逆の手順で組み立てる 

※セットスクリュー式スピンドルと加工テーブルの間に平行の取れたブロックを挟むと楽に調整可能です。こ

の方法での調整は加工テーブルの平面度が必要なため、加工テーブルの面出しが終わってから行ってくださ

い。 

なお、本製品に Y軸方向への段差に対する調整機能はありません。段差が気になる場合、X軸シャフトを少し

傾けながら組み立てるか、Z軸テーブルとスピンドルマウントにシムを挟んでセットスクリュー式スピンドルの

傾きを修正するなどして調整してください。 

 

 シム販売ページ: http://www.originalmind.co.jp/goods/03421

垂直度を調整する 

スピンドルが反時計回りに 

傾いている場合 
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