
お守りいただく内容を、次の表示で区分し説明します。

6.0V ー  12.6V

    特　徴

OPERATION VOLTAGE / 動作電圧

CONTENTS / 構　成

製品について

■

■

XBus対応サーボのID変更・パラメータ設定が
スムースに行える設定器。
設定したパラメーター値はサーボ内に記憶でき
PWM接続時でも変更した特性のまま使用可能

安全にご使用いただくために必ずお守りください。 ID設定

水に濡らさないこと。結露の生じる環境では使用しないこと。

この表示で「注意事項」を説明します。

この表示で「義務事項」を説明します。

この表示で「禁止事項」を説明します。

使用者もしくは第三者への危害・財産への損害を未然に防止する為、
必ずお守りいただくことを次のように表示します。

定格電圧以外で使用すると、製品の破損の原因となります。

接続する機器またはバッテリの極性をよく確認の上ご使用くだ
さい。逆接は事故の原因となる可能性があります。

接続する電池残量に十分注意してください。電池残量が少な
いと誤動作する場合があります。

分解、改造等をしないこと。

使用中、機器の間にドライバなど通電性のある物を差し込ま
ない。

正常に動作しない場合は使用しないこと。

本製品はXBUS 対応サーボの ID変更および各パラメ
ータ調整を行うための設定器です。
ダイヤルとキー操作で簡単に入力が可能。
2系統の接続ポートにバッテリとXBUS 対応サーボを
接続して使用します。設定したパラメータはXBUS 接続
時はもちろん、数値はサーボ内にメモリされ PWM接
続時でも設定したパラメータのまま使用することができ
ます。搭載する舵ごとに最適なカスタマイズが可能です。
さらに本設定器はサーボに設定された IDのスキャン機
能やソフトウェアバージョン及びモデル表示機能も搭載
しています。また、XBUS 専用 PWMコンバータの ID
変更にも使用可能です。

※XBUS 対応サーボおよび PWMコンバータ以外は接
続にないでください。機器が破損します。

XBUS サーボプログラマー
＜シンクロシステム搭載＞

XBUS PWMコンバータ出力ポートのCH初期設定
■全てスロットルチャンネルでサブIDが異なります

XBUSサーボのCH(チャンネル)初期設定
■XBUS対応サーボの初期設定はメインID「1ch/スロ
ットル」-サブID「1」に設定されています。

設定チャンネル（ID)はXBUS対応送信機またはXBUS
設定器で変更可能です。 出力ポートIDを重複させた
場合は”IDリセット”を行い再設定してください。なお、
設定方法は各機器の取扱説明書をお読みください。

1つのチャンネルに対し4個のサブIDの割り当てが可能
です。サブIDを設定することでXBUS対応送信機から同
一チャンネル内のサーボを個別に設定することができ
ます。

※サブIDについて

このたびは、JR/DFA製品お買い上げいただき
誠にありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用いただくためにも
取扱説明書を必ずお読みください。

OPERATION MANUAL

本製品はXBUSシステム搭載製品専用です。

発売元：小西模型株式会社（RC DEPOT)
〒270-0239 千葉県野田市泉1-3-17
TEL:04-7197-2948 FAX:04-7127-8010

【RC DEPOT ラジオサービスセンター】 TEL：04-7157-0159
■ 修理アフターサービスに関するお問合せ

man_xbusprogrammer

チャンネルPWM出力ポート ID ー SUB ID
1ch / スロットルSX1 ID 1 ー 1
1ch / スロットルSX2 ID 1 ー 2
1ch / スロットルSX3 ID 1 ー 3
1ch / スロットルSX4 ID 1 ー 4

ディスプレイ

接続端子：2ポート
【ー】マイナス端子
【＋】プラス端子
【 S 】シグナル端子

入力キーダイヤル

コントラスト
ボリューム
右回転：濃く
左回転：薄く

U

D

L R

【U】　カーソルを上に移動
【D】　カーソルを下に移動
【L】　カーソルを左に移動
【R】　カーソルを右に移動

設定するサーボの「サーボID」と「サブID」を指定します。

サーボ出荷時の初期ID
【 01 - 01 】

各　部　名　称

・設定器本体　・リードハーネス（2）

●数値入力 
●ファンクション選択

サーボID
サーボID

サブID

ダイヤルを操作して設定するサーボのIDを選択。  
【 IDナンバー設定値範囲】 01 ～ 50

Scan Mode / IDスキャンモード
カーソルが【サーボID】にある状態でダイヤルを左に回転すれば【Scan Mode】画面になります。
4つのキーのどれかを押せばスキャンを開始しスキャン完了後は自動的に通常画面に戻ります。
ResetMode / リセットモード

サブID
入力キーでカーソルをサブIDに移動しダイヤルを操作して設定するサーボのサブIDを選択。
 【サブIDナンバー設定値】 1 ～ 4

指定したサーボIDの設定したパラメーター値を初期状態”0”に戻します。　
カーソルが「サーボID」にある状態で【U】キーを3回押すと【ResetMode】画面になります。
【R】キーを押せばリセットが実行され【Done】表示で完了です。キャンセルする場合は【L】キーを押し
てください。　※サーボID-サブIDはリセットされません。



ファンクション各機能

カーソルがファンクション【F】の左側にある状態でダイヤルを回しファンクションを
選択。入力キー【R】でカーソルを右側に移動しダイヤルで値を入力します。値入力後
の数値は【L】または【U】キーを押しカーソルを移動することでメモリされます。

本機能は同一舵を制御する複数のサーボ動作を同調させることが可能です。
以下の手順に沿って作業を行ってください。

■サーボをニュートラル位置（Position：1500）にしサーボホーンが舵のニュートラルに
　一番近いセレーションに合わせる。
■ニュートラル時の各サーボのホーンはヒンジラインに平行にする。
■リンケージ、サーボのギヤなどにガタがないように確認する。（ガタが多いとうまく同調ができない）
■アクロ機など舵角が必要な場合は【14】アングルで動作角を「150°」にする。
■親となるサーボ（メイン）にIDを設定し、サブとなるサーボには”48-1””49-1””50-1”の何れ
かのIDを設定する。　※同調完了後サブIDが自動的に割当られます。
【50-1▶メインID-2】　【49-1▶メインID-3】　【48-1▶メインID-4】
【1】2個のサーボをYハーネスまたはハブを使い本製品に接続する。　
　 ※バッテリーは必ず十分に充電された物をご使用ください。
【2】本製品の指定IDを”02-1”に設定。（50-1には信号がいかないので脱力状態）
【3】ダイヤルを回し”SyncroMode”を呼び出し「Rキー」を押すと【Hit R-SW toStart】（Rキーを
　  押してスタート）が表示されます。もう一度「R」キーを押せばシンクロを開始されます。

【Max Angle High】
エルロン舵を”手動”で片側のフル舵角
まで舵を切り「R」キーを押します。

★設定した各ファンクションはサーボにメモリされます。設定値はPWM制御時でも有効です。
★XBUS PWMコンバータの設定を初期化する際はXBUS対応受信機と送信機をご使用ください。

※【R】キー＋ダイヤルで10桁(100桁）つづ入力可能

01
Position
ポジション 数値に合わせてサーボが動作します。初期値：1500（900～2100）

02
Servo ID
サーボID サーボIDを設定 【 設定範囲 】 01 ～ 50

03
Sub ID
サブID サブIDを設定 【 設定範囲 】 1 ～ 4

04
Version
バージョン サーボのソフトウェアバージョンを表示

05
 Model number
モデルナンバー サーボのモデル（機種）を表示

06
Reverse
リバース サーボ動作方向の逆転設定

07
Neutlal
ニュートラル ニュートラル位置の変更（サブトリム）【設定範囲】－600 ～ +600

08
Holding

ホールディング 保持力の増減を設定 【 設定範囲 】 -50（柔） ～ +50（硬）

09
Damping
ダンピング ダンパー特性の設定 【 設定範囲 】 -50 （柔）～ +50（硬）

10
Dead band
デッドバンド 不感帯（アソビ）の設定 【 設定範囲 】 -20（狭） ～ +40（広）

11
Boost
ブースト サーボの初動特性の調整 【 設定範囲 】 -999（低） ～ 999（高）※ 

12
Alarm Level
アラームレベル 負荷時のアラーム音発信の設定 【 設定範囲 】 0（小） ～ 99（大）※　

13
Alarm Delay
アラームディレイ 負荷後のアラーム音遅延設定 【 設定範囲 】 0（短） ～ 5000（長）※

14
Angle
アングル 動作角の設定 【120°】【 180°】【 150°】

15
Slow Start
スロースタート 電源投入時サーボがスティックの位置までスロー動作をする設定

16
Stop Mode
ストップモード 信号入力がない時の動作設定　【STOP】【HOLD】

17
Interp Mode

インターポレイトモード 制御信号に対しての動作設定 【ON】滑らか 【OFF】俊敏（ジャイロ向）

18
SyncroMode
シンクロモード サーボ同調設定　※シンクロモード対応サーボのみ　

【SyncroMode】　シンクロモードの手順

メイン
（2-1）

サブ
（50-1）

【Max Angle Low】
エルロン舵を”手動”で逆側のフル舵角ま
で舵を切り「R」キーを押します。

あとは自動で上下のフル舵角間を約1度
ずつ同調作業が行われます。UP▶DNの
後に舵がニュートラルに戻り【Finish】が
表示されれば作業完了です。

シンクロ後はPWM接続でもサーボの同調は有効です。（所要時間：約10分）
【Error】の表示または異常動作が見られた場合は直ちに作業を中断し

パラメーターをリセットして最初からやり直してください。

【例】エルロン片側に2個サーボを搭載する機体の場合（XBUS接続想定）

UP

DN

ニュートラル時のサーボアームは
できるだけヒンジラインに平行に

各舵面側のアーム高さを合わせる



Do not use this product in the rain as water may cause 
electronic devices to malfunction.
This product carries a risk of injury due to heat, fire and 
electric shock.
Never disassemble or modify this product.
Do not use this product ot her than the operating volt-
age between 6.0V to 12.6V Be sure to check the polari-
ty when you input the battery connector to this product.
Reverse connection may damage this product almost im
mediately.
Be sure to check the battery capacity upon operating 
this product, if the battery capacity is under the oper-
ational voltage, this product may not function properly.
Please do not insert any conductive material such as 
screw driver or steel wires into this product’s open space.
If the product does not operate properly, Do not contin-
ue to use the product. Please consult with our service.

■

■

■
■

■

■

■

■

6.0V ー  12.6V

    

Quick view

OPERATING VOLATGE

CONTENTS

FEATURES

■

■

This servo programmer is capable to change the 
servo ID or its parameter very easily
without having a transmitter.
Programmed parameter remains stored inside 
of the chips on servo and it is fully functional
under the PWM control without XBus operation.
To allow safe use, be certain to observe the foll-
owing points. In order to prevent injury to the 
operator (or third parties for damage to prope-
rty) Pleaseobserve the following.

DANGER!! ID SETTING

Not following this advice carries high risk of death or serious injury 
to the user or the third parties.

This product is designed for JR/DFA XBus servos to set the 
Servo ID number or to change the parameter of the servo 
characteristics. It is very easy to set the changes by using 
the dial or/and keys. There are two connecting port 
available for battery and servo insertion. Those setting of 
the parameter shall be stored in the servo’s internal chips 
and it is memorized for PWM operation, not only under 
the XBus operation. It is capable to customize the servo 
characteristics depend on the each control surfaces. 
Moreover, this product is capable to check the ID 
scanning or to check the software version on the servo 
and model number indications. In addition, it is capable 
to change the Servo ID allocation on the XBus PWM 
converter cable devices.

※Note: Please do not connect anything other than XBus 
programmed servo or XBus PWM
converter cable devices. Otherwise, It will damage this 
product.

Initial setting on each output port of the XBus PWM 
converter cable device
*All of them are set as 1 st channel “throttle” and different 
Sub ID of 1-4 PWM Output port Channel ID-SUB ID

Initial XBus servo channel setting.
XBus servo is initially set as Servo ID “1 st channel” of 
throttle, Sub ID as “1”

Thank you for purchasing this product.
To allow correct and safe use of this product, 

please read this operation manual

OPERATION MANUAL

This product is specifically designed for 
JR XBus Servo system only.

For further information, please e-mail us.
For USA: service@deeforce.net For Australia : info@rcdepot.com.au
For other overseas customer: rcdepot.overseas@gmail.com

Display

Connecting terminal 
(2port)
【ー】Ground
【＋】Positive
【 S 】Signal

Key

Dial

Dial
(To Contrast)
To turn right, 
darker
To turn left, 
lighter

U

D

L R

(U)Move cursor upward
(D) Move cursor downward
(L) Move cursor to left
(R)Move cursor to right

             Choose the SERVO ID number for adjustment of parameter on the servo.

NAME OF
EACH PART

Programmer (This product),
2set of Lead harness connectors

●In put numerical value 
●Select of function 

Servo ID Sub ID

Channel setting (ID)can be adjust via JR/DFA DMSS XBus 
Transmitter or via this product.
If you wish to duplicate the output port ID, be sure to reset 
your ID and re set again.
Note:
XBus ID’s XBus components operate on the basis of a main ID 
and sub ID where: The main ID identifies the function of that 
particular component (e.g. aileron, elevator, rudder,
throttle, and so forth.) The channel name will vary depending 
on the wing type or swash type being used. The sub ID number 
identifies 1-4 servos moving in unison on the particular 
function. XBus allows up to four components per function, 
meaning that each channel can control up to four servos. It is 
possible to fine tune the neutral position, servo direction, and 
travel limits for each sub ID independently.

CHANNELPWM OUTPUT ID ー SUB ID
1ch / THROTTLESX1 ID 1 ー 1
1ch / THROTTLESX2 ID 1 ー 2
1ch / THROTTLESX3 ID 1 ー 3
1ch / THROTTLESX4 ID 1 ー 4

Factory Setting Servo ID
【 01 - 01 】

SERVO ID
Choose the SERVO ID number by turning the dial. SERVO ID number allocation is
 between 01 to 50.
【Setting range】 01 ～ 50

ID Scanning Mode
Place the cursor at the Main ID thence turn the Dial to the “Left”, Screen should be 
showing “SCAN MODE”. Press any key to start “ Scanning” it should indicate the ID of 
this servo. Thence return to the default screen mode.

Reset Mode

SUB ID
Move the cursor to the SUB ID using the key, thence choose the Sub ID number 
between 1 to 4
 【Setting range】 1 ～ 4

Designated Servo’s ID parameter value shall be reset as factory setting of “Zero” 
Set the cursor under the Servo ID number, Press the “U” for 3times display shall be as 
【Reset Mode】Press【R】to execute “RESET” Press 【D】to complete. If needs to cancel, Press 【L】

Note: Servo ID nor Sub-ID shall not reset. 



               This is the mode to change the each Servo’s parameters. Place the cursor at the “F”, thence turn the
               Dial to choose Function. Press (R)to move the cursor to the right , change the setting of the parame-
ter by dial. After complete of the setting, you may press (L) or (U) key to move the cursor, by moving the cur-
sor , settingvalue shall be memorized in the servo.List of each function parameters.【Note】 By pressing the 
key “(R)” , turning the dial simultaneously, Digits value can be skip by10 th of digits or by 100 th of digits

★　Accomplished data of above function shall remain memorized in the servo.
         Thesesetting data is also applicable under the PWM control.
★　In order to Initialize (reset data)on the XBus PWM Converter, it is essential to use XBus transmitter and 
        XBus receiver

FUNCTION

This function enables to set the multiple servos in same direction 
by synchronization.　Follow the procedure down below. 

■Set the servo in “Neutral” (Position:1500) Be sure to readjust the Servo spline to match
    the servo arm position in neutral as possible. 
■When the servo is set in neutral, each servo arm position should be as parallel as hinge line. 
■Be sure to take out any backlash out of servo arm set up, or on linkage. If there are too much
     backlash exist in the movement, Synchronization may become incomplete.
■For Acrobatic airplane which requires high angle deflection, Set the servo travel angle
    as 150 degree.
■Set the Master servo with ID, Say (2-1), Substitute servo should be set the ID as “48-1”,
     “49-1” or “50-1” Set as one of these ID. ※ After the synchronization, SUB-ID shall be 
    allocated automatically.  【50-1＝MasterID-2】【49-1＝MasterID-3】【48-1=Master ID-4】
【1】Connect the Two servo into Servo programmer by using the “Y-Harness” or Power hub.
      ※Be sure that battery is fully charged. 
【2】Set the ID on Programmer as “02-1” Since the “50-1” will not accept the signal, servo 
      will not be powered.
【3】Turn the dial set at “Syncro Mode” Press “R” Display shall show 【Hit R-SW to Start】 
      Press “R” then Synchronization shall commence.
【Max Angle High】
By using your own hand, deflect the Aileron 
control surface to maximum position and Press “R”

※【R】& dial shall skip the numerical number by 10digits or 100digits. 

01 Position
It is possible to set the moving value, Neutral is set at 1500
【Setting range】 900～2100

02 Servo ID Servo Main ID setting value 【 Setting range 】1～50

03 Sub ID Sub ID setting value【Setting range】 1～4

04 Version Version Shows servo’s software version

05  Model number Model Number: Shows the servo description

06 Reverse Set up to Reverse the Servo direction

07 Neutlal Changing the Neutral position (Sub Trim)【Setting Range】-600～+600

08 Holding
Retaining force + value increases the retaining force. 
- value decreases the retaining force. 【Setting range】 -50 ～ +50

09 Damping

Stopping characteristic of the servo + value stops the servo earlier.
 The servo decreases in speed before reaching the target angle. 
- value stops the servo later. The servo starts stopping after reaching 
the target angle and then returns (overshoots). 【Setting range】 -50 ～ +50

10 Dead band
+ value widens the dead band. - value narrows the dead band.
【Setting range】 -20～ +40

11 Boost
ower to start the motor. + value increases the starting power to 
the motor. -value decreases the starting power to the motor. 
【Setting range】 -999～ +999

12 Alarm Level A beep (high frequency) sound is used to provide feedback on 
servo load. 【Setting range】 0% ～ 99% ※

13 Alarm Delay Set the delay before the alarm sounds after sensing the set load. 
【Setting range】 0～5000(0sec to 5.0sec) ※

14 Angle Selectable 【120°】 ,【180°】or【150°】 total servo travel. 

15 Slow Start
Enable (ON) / Disable (OFF) the servo slow start function. 
When selected,on initial power on, the servos 
will slowly travel to their neutral positions.【STOP/HOLD】

16 Stop Mode Mode: Select the servo action if receiver signal is lost.

17 Interp Mode Characteristic of Control Frequency movement.  By turning “ON” 
become Smooth, by turning “OFF” become agile (for Gyro use)

18 SyncroMode Synchro Mode: Set up for Servo Synchronization 
※ For Synchro Capable servo only

【SyncroMode】　Setup procedure for Synchronization Servo setup

MAIN
（2-1）

SUB
（50-1）

【Max Angle Low】
By using your own hand, deflect the Aileron control 
surface to the other side position and Press “R” 
Let go your hand and Synchronization shall 
start automatically going up and down. 
Once, it should stop at the Neutral , 
Display now shows 【Finish】
This is the full process of the servo 
synchronization. (It takes about approximately 
10minutes to complete the Servo Synchronization)  
Note: After completion of the servo synchronization, 
set up of Synchronization shall be valid under the PWM set up.
When the display shows 【Error】 or seeing an abnormal operation, Turn off the power immedi-
ately, Reset the Parameter value to the “Zero” Redo the whole Synchronization servo setup.  

【For example 】  For the airplane which has two aileron servos on one side of the wing.

UP

DN

Be sure to set the Servo arm in 
parallel to the Hinge line

Be sure to set the each moving arm
height at the same height. 

CAUTION


