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多軸（1軸~4軸）制御コントローラ：X-MCC Sシリーズ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Universal drive allows control of 1, 2, 3, or 4 axes, including bipolar 
stepper motors, linear motors, BLDC motors, or voice coil motors with 
up to 6 Arms (10 A peak) per phase 

• Allows different control modes, including independent axis control with 
trapezoidal velocity profiles or interpolated multi-axis control with line, 
arc, or circle primitives 

• Uses Auto Detect to identify and configure attached Zaber Auto Detect 
peripherals 

• High speed single-ended quadrature encoder input and 3 limit switch 
inputs per axis 

• 4 isolated digital inputs, 4 isolated digital outputs, 4 analog inputs, and 1 
analog output 

• Multiple communications options: RS-232 and USB 
• Intuitive ASCII protocol, programmable triggers, and macros simplify 

complex automation tasks 
• Designed for easy mounting to panels, breadboards, lab benches, and 

enclosures 
• Axes can be locked together to move simultaneously as if they were a 

 
 

 

 

 
 

1 軸モデル：X-MCC1 
2 軸モデル：X-MCC2 

3 軸モデル：X-MCC3 
4 軸モデル：X-MCC4 

•  ユニバーサルドライブにより、バイポーラステッピングモーター、リニアモーター、BLDC モーター、また
はフェーズごとに最大 6 アーム（10 A ピーク）のボイスコイルモーターを含む 1、2、3、または 4 軸の制御
が可能 

•  台形速度プロファイルによる独立した軸制御や、線、円弧、または円のプリミティブによる補間多軸制御な
ど、さまざまな制御モードが可能  

•  自動検出を使用して、接続されている Zaber 自動検出周辺機器を識別および構成します 
•  高速シングルエンド四分割型エンコーダ入力および軸ごとに 3 つのリミットスイッチ入力 
•  4x 絶縁デジタル入力、4x 絶縁デジタル出力、4x アナログ入力、1x アナログ出力 
•  複数の通信オプション：RS-232 および USB 
•  直感的な ASCII プロトコル、プログラム可能なトリガー、およびマクロにより、複雑な自動化      

タスクが簡素化されます 
•  パネル、ブレッドボード、ラボベンチ、エンクロージャーに簡単に取り付けられるように設計されています 

•  軸をロックして、まるでそれらが単一の軸であるかのように同時に移動し、すべての動作を並行して実行で
きます。 

• 非常停止入力により、危険な状況でモーターへの電力を即座に遮断できます。 

• 内部回生抵抗器は、ハードブレーキ中に過剰な電力を消費します。必要に応じて、外部回生抵抗器で増強で
きます。 
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single axis, carrying out all motion in parallel 
• E-Stop input allows for immediate interruption of power to the motor(s) 

in an unsafe situation 
• Internal regenerative resistor dissipates excess power during hard 

braking which can be augmented with an external regen resistor if 
required 

 
Overview 

The X-MCC is Zaber’s full feature multi-axis universal drive controller and is available in 1, 2, 3, 
and 4 axis options. The universal drive is capable of controlling stepper motors, linear motors, 
BLDC motors, and voice coil motors on any axis. Each axis may be equipped with its own 
encoder (digital or analog, single-ended or differential) and up to three limit sensors, including 
home and away. 

When connected to the X-MCC, Zaber’s Auto Detect peripherals will be automatically identified 
and the axis will be configured with optimized drive settings for the specific device. No 
additional user input is needed. 

The controller provides for 4 channels each of isolated digital inputs, isolated digital outputs, 
and non-isolated analog inputs. There is also a single analog output channel available. 

An intuitive ASCII interface allows the user to easily communicate with the device using our 
free software, either Zaber Motion Library with APIs for several popular languages or Zaber 
Console. Third party terminal programs that can communicate over a serial port can also be 
used.The X-MCC uses lines, circles, and arcs as geometric primitives, while obeying velocity, 
acceleration and timing constraints. The result is an easy-to-use set of 2D commands and 
seamless transition between lines and curves. 

An E-Stop interface is available on the X-MCC series that will stop current flow to all motors. 
The E-Stop is implemented fully in hardware to guarantee torque is removed from all 
motors.The X-MCC series is compatible with all of Zaber's existing X-Series products. When 
daisy-chained with several units, the X-MCC can also share a single power supply with multiple 
X-Series products.Click here to see the list of devices the X-MCC can control. 
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MC10 シリーズ延長ケーブル

 

          モータケーブルモデル： 
ケーブル名称 ケーブル長 接続インターフェース 
MC10 1.5m T10A 
MC10L060 0.6m T10A 
MC10L300 3 m T10A 
MC10T3 1.5m T3A/T4A 
MC10T3L060 0.6m T3A/T4A 
MC10T3L300 3.0 m T3A/T4A 
MC10T3L450 4.5 m T3A/T4A 
コントローラ内蔵タイプでないステージの種類によって、出力コネクターが
T3,T4,T10A と異なるので、ステージ設定の際に確認ください。 

 

概要： 
X-MCC は Zaber の豊富な機能を有した多軸汎用駆動コントローラで、1、2、3、および 4 軸までのオプションが用意
されています。 ユニバーサルドライブは、ステッピングモーター、リニアモーター、BLDC モーター、ボイスコイル
モーターを任意の軸で制御できます。 各軸には、独自のエンコーダ（デジタルまたはアナログ、シングルエンドま
たは差動）、およびホームとアウェイを含む最大 3 つのリミットセンサーを装備できます。. 

X-MCC に接続すると、Zaber の自動検出周辺機器が自動的に識別され、特定のデバイス用に最適化されたドライブ設
定で軸が構成されます。 追加のユーザー入力は必要ありません。コントローラは、絶縁デジタル入力、絶縁デジタ
ル出力、および非絶縁アナログ入力の各 4 チャネルを提供します。 利用可能な単一のアナログ出力チャネルもあり
ます。 
直感的な ASCII インターフェースにより、ユーザーは無料ソフトウェアを使用してデバイスと簡単に通信できます。
Zaber Motion Library には、いくつかの一般的な言語用の API が含まれています。 シリアルポートを介して通信でき
るサードパーティのターミナルプログラムも使用できます。X-MCC は、速度、加速度、タイミングの制約に従って、
線、円、円弧を幾何プリミティブとして使用します。 その結果、使いやすい 2D コマンドのセットと、直線と曲線の
間のシームレスな移行が実現します。 
X-MCC シリーズでは、すべてのモーターへの電流の流れを停止する非常停止インターフェースを利用できます。 

E-Stop はハードウェア全体に実装されており、すべてのモーターからトルクが除去されることが保証されています。
X-MCC シリーズは、Zaber の既存の X シリーズ製品すべてと互換性があります。 複数のユニットとデイジーチェー
ン接続されている場合、X-MCC は単一の電源を複数の X シリーズ製品と共有することもできます。X-MCC が制御で
きるデバイスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 

 

X-JOY3:（3 軸ジョイスティック） 
・位置の保存や呼び出しなどの機能のための 8 つのプログラム可能なキー 
・コンピュータの有無にかかわらず手動制御用のコンパクトなベンチトップ設計 
・それぞれがプログラム可能な感度と速度プロファイルにて最大 3 つの軸を制御 

 

特別仕様 3 軸カスタム・ジョイスティック 
このカスタム 3 軸コントロールキューブは、精密な変位制御を必要とする XYZ
アプリケーションに最適です。 直感的なレイアウトにより、マイクロマニピュレ
ーターや顕微鏡ステージなどの電動システムの正確でスムーズな手動操作が可
能です。 



Drawings 
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4 軸制御コントローラ： 
X-MCC4  

1 軸制御コントローラ： 
X-MCC1  
 



仕様諸元 
 
仕  様                仕様値 

通信インターフェース          RS-232, USB 2.0 

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

最大消費電流              モーターと供給電圧に依存 

電源電圧                24-48 VDC 

電源プラグ               5.0 mm ねじ端子 

コントローラ最大電流/相          6 Arms 

モータ接続               D-サブ 26ピンメス 

データケーブル接続           ロック式 4-ピン M8, USB-B 

手動制御                プッシュスイッチ付インデックスノブ 

駆動軸数                                                 1, 2, 3, 及び4 軸 

操作温度範囲              0 ～ 50 °C 

真空適合                無し 

RoHS 準拠               適合 

CE 準拠                 適合 

軸毎のリミットセンサー数         3 

絶縁デジタル入力             4 

絶縁デジタル出力             4 

アナログ出力               4 

アナログ入力レンジ            0-10 V 

アナログ入力分解能            0.2 mV 

アナログ出力               1 

アナログ出力レンジ             0-10 V 

アナログ出力分解能             2.5 mV 

アナログ出力インピーダンス         1 0 0 Ω  

5 V 出力電流定格値              200 mA 

非常停止入力範囲                                             12-48 V 

外部再生抵抗                                                     5Ω& , 3 0 0 W 

サポートされている2Dプリミティブ                直線, 円弧, 円補間 

重量                    0.5 , 0.7, 0.9 , 1.1 kg 
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