
Using Arduino Microcontrollers with Zaber Devices 

Most users operate Zaber devices by connecting them to a computer and controlling them through software. 
While this gives the user a lot of options and flexibility in how the devices can be controlled, there are very low 
cost, simple alternatives that do not necessarily require complex software or a constant computer connection. 
One viable alternative may be to use a single-board microcontroller, like an Arduino. This article will outline 
using microcontrollers with Zaber's devices.  

Consider an application that requires sensors or other devices that do not plug directly into a USB or serial port. 
In some cases, a costly DAQ (Data Acquisition) or I/O (Input / Output) module is a good solution, whereas, in 
other cases, the large number of channels and high resolutions, which are typical in dedicated DAQ modules, 
may exceed the requirements of such an application and add unnecessary cost. In the latter case, the user 
could consider using a microcontroller, which provides I/O ports for sensors or other devices in a much more 
compact and cost effective solution than a PC and DAQ combination.  

A single-board microcontroller is a general purpose circuit board that contains all of the necessary electronics 
that can be programmed to perform a dedicated task. This includes a processor, on-board memory, and a 
variety of I/O and DAQ options. In many cases, single-board microcontrollers allow users to get started without 
having to develop hardware specific to the application. Because they are general purpose, single-board 
microcontrollers are often mass-produced and can be sold at a lower cost. Due to their versatility and low cost, 
single-board microcontrollers are favored by the hobbyist market but the components and functions can be 
suitable for professional use.  

Arduino is one of the most popular platforms for single-board microcontrollers. While there are other platforms 
available, we'll focus on Arduino for the remainder of this article because of its ease of programming and 
ubiquity among introductory technical users. The general ideas outlined in this article apply to other platforms, 
and we're happy to try to support and assist any single-board microcontroller.  

Both the hardware and the software of Arduino boards are considered open source. This allows third party 
developers to design specialty boards as well as hardware add-ons (called shields) to extend the utility of a 
board. Being open source encourages contributions from users to the available software, and it allows for 
community support. Zaber has contributed to this community by creating a library for Arduino software and a 
shield for Arduino Uno/Mega that both make it easy to interface with Zaber devices.  
The Arduino Uno is a popular introductory board, which can be bought at the Arduino Store. It is widely 
available, powerful, and inexpensive. The Arduino Uno offers flexible digital and analog I/O ports, and it is able 
to receive and transmit information to other devices using serial communication. It has both volatile and non-
volatile memory for storing programs as well as the capability of logging data, filling the role of a computer, 
software, and DAQ hardware when working with a Zaber device.  

Zaber デバイスで Arduino（アルデュイーノ）マイクロコントローラの活用 

ほとんどのユーザは、Zaber デバイスをコンピュータ（ＰＣ）に接続し、ソフトウェアを介してそれらを制御することによ

って使用されます。 これにより、デバイスの制御方法に多くの選択肢と柔軟性がユーザに与えられますが、複雑な

ソフトウェアやコンピュータとの常時接続を必要としない、非常に低コストで単純な代替方法があります。 1 つの実

行可能な代替手段は、Arduino のようなシングルボードマイクロコントローラを使うことです。 この記事では、Zaber
のデバイスでマイクロコントローラを使用する方法について概説します。 
 

USB やシリアルポートに直接接続しないセンサーやその他のデバイスを必要とするアプリケーションを検討してくだ

さい。高価な DAQ（データ収集ユニット）または I / O（入力/出力）モジュールが必要になる場合があります。 専用

DAQ モジュールで一般的な多数のチャンネルと高分解能が必要な場合、不要なコストを追加が必要で、アプリケー

ションの目的を超える可能性があります。 その他のアプリケーションでは、Zaber デバイスを制御するために PC や

ラップトップよりもコンパクトなソリューションを使用することが望ましい場合がありますが、目的のモーションシーケン

スが単純な場合は、コンピューター（ＰＣ）を占有すると貴重なリソースの活用間違いです。 これらの各シナリオで

は、ユーザはマイクロコントローラの使用を検討できます。 

シングルボードマイクロコントローラは、専用のタスクを実行するようにプログラムすることができる必要なすべての

電子機器を含む汎用回路基板です。 これには、プロセッサ、オンボードメモリ、およびさまざまな I / O と DAQ オプ

ションが含まれます。 多くの場合、シングルボードマイクロコントローラを使用すると、ユーザはアプリケーションに固

有のハードウェアを開発しなくても作業を開始できます。 これらは汎用であるため、シングルボードマイクロコントロ

ーラは大量生産されることが多く、低コストで販売することができます。 その汎用性と低コストのため、シングルボー

ドマイクロコントローラは趣味市場で好まれていますが、コンポーネントと機能はプロの使用にも適しています。 
 

Arduino は、シングルボードマイクロコントローラ用の最も人気のあるプラットフォームの 1 つです。 他にも利用可能

なプラットフォームがありますが、この記事の残りの部分では Arduino に焦点を当てます。プログラミングの容易さと

入門技術ユーザの間での偏在性のためです。 この記事で概説した一般的な考え方は他のプラットフォームにも当て

はまります。また、シングルボードのマイクロコントローラをサポートおよび支援するよう努めています。 
 

Arduino ボードのハードウェアもソフトウェアもオープンソースと見なされます。これにより、サードパーティの開発者は

特殊なボードやハードウェアアドオン（シールドと呼ばれる）を設計してボードの有用性を拡張することができます。オ

ープンソースであることは利用可能なソフトウェアへのユーザからの貢献を促進し、そしてそれはコミュニティサポート

を可能にします。 Zaber 社は、Zaber デバイスとのインターフェースを容易にすることを可能にする Arduino ソフトウェ

ア用のライブラリ及び Arduino Uno/Mega 用シールドを作成することによって、このコミュニティに貢献してきました。 

Arduino Uno は人気のある入門コースのボードです。それは、Arduino ストアで購入できます。広く入手可能で、強力

で、そして安価です。 Arduino Uno は柔軟なデジタルおよびアナログ I / O ポートを提供し、シリアル通信を使用して

他のデバイスと情報を送受信することができます。プログラムを保存するための揮発性と不揮発性の両方のメモリ

と、データを記録する機能を持ち、Zaber デバイスを使用する際のコンピュータ、ソフトウェア、および DAQ ハードウェ

アの役割を果たします。 

 



 
When space is critical, a computer isn't accessible, or you have to integrate multiple components, consider 
using a single-board microcontroller such as the Arduino Uno. We'll take a look at one application example 
below, and then we'll describe in more detail the necessary parts to connect an Arduino Uno to a Zaber device.  

Application Example 

A customer needed to automate a process in which parts were coated by being lowered into a series of 
chemical baths. The system required long, precise, linear motion in one axis to span several different chemical 
baths and shorter, simpler motion in the second axis to lower or raise the part. The user had to be able to select 
a routine from several stored sequences quickly and easily, with new routines being added infrequently.  

A Zaber linear stage was proposed for the long, linear motion. The sample would be moved to several positions 
over the travel range, for which Zaber devices are well suited. The second axis needed to move between two 
positions with low precision, so a secondary Zaber stage was determined to exceed the system's requirements. 
A solution with a simpler, lower cost electric actuator that only moved between extended and retracted positions 
was a better fit.  

An Arduino Uno was connected to the integrated controller/driver on the Zaber stage using an RS-232 shield 
(Zaber's version of the shield is described in detail below). This allowed the Arduino Uno to control the position 
of the stage and confirm when it reached a position. Digital I/O on the Arduino controlled and monitored the 
two-position actuator. This combination allowed the motion to be controlled and synchronized within several 
milliseconds, which was determined to be adequate for this application.  

The Arduino Uno was also connected to a shield with a touchscreen display. Different routines were 
programmed onto the single board microcontroller using the Zaber Library for Arduino, and the touchscreen 
allowed an operator to choose between them. The screen indicated when a routine was occurring, and allowed 
the user to stop it if needed.  
All of this functionality could have been accomplished using a computer instead of the Arduino Uno, but the 
total cost of the Arduino hardware with shields was under $100, much less than a computer. Additionally, 
computers are, by default, not equipped to directly control digital I/O which the two-position actuator required, 
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スペースが問題である場合、コンピュータにアクセスできない場合、または複数のコンポーネントを統合する必要が

ある場合は、Arduino Uno などのシングルボードマイクロコントローラの使用を検討してください。 以下のアプリケー

ション例を見てから、Arduino Uno を Zaber デバイスに接続するために必要な部分について詳しく説明します。 

 

応用例 

ユーザは、部品を一連の化学薬品槽に降ろしてコーティングするプロセスを自動化する必要がありました。 このシステ

ムは、いくつかの異なる化学薬品槽にまたがるために１つの軸において長く正確な直線運動をそして部品を上下させる

ために第２軸においてより短くより単純な運動を必要としました。 ユーザは、いくつかの記憶されたシーケンスから迅

速かつ容易にルーチンを選択することが必要でした。新しいルーチンはほとんど追加されませんでした。 

 

Zaber リニアステージが、長い直線運動用に提案されました。 サンプルは移動範囲にわたっていくつかの位置に移動

することになります。その目的には Zaber デバイスが適しています。2 軸目は 2 つの位置間を移動する必要があります

が、精度が要求されないので、2 軸目は、Zaber ステージはシステム上オーバスペックと判断されました。 伸びた位置

と後退位置との間を移動するだけの、より単純でより低コストの電気式アクチュエータを用いた方法が適していると判

断されました。 

 
RS-232 シールドを使用して、Arduino Uno を Zaber ステージ上の統合コントローラ/ドライバに接続します。（Zaber
のバージョンのシールドについては後で詳しく説明します）。 これにより、Arduino Uno はステージの位置を制御し、

いつステージに到達したかを確認することができます。 Arduino のデジタル I / O は、2 式のポジションアクチュエー

タを制御および監視します。 この組み合わせは、数ミリ秒以内に運動を制御し同期させることを可能にし、これはこ

の用途に適していると判断されます。 

Arduino Uno はまた、タッチスクリーンディスプレイでシールドに接続されています。 Arduino 用 Zaber Library を使用

して、シングルルーチンのマイクロコントローラにさまざまなルーチンをプログラムし、タッチスクリーンを使用してオペレ

ータがそれらを選択できるようにしました。 画面は、ルーチンが発生していることを示し、必要に応じてユーザがそれを

停止できるようにしました。 

Arduino Uno の代わりにコンピュータを使用してこれらの機能をすべて実現できますが、シールド付きの Arduino ハ

ードウェアの総コストは 100 ドル未満で、コンピュータよりはるかに安くなります。 さらに、初期設定では、2 位置アク

チュエータが必要とするデジタル I / O を直接制御することはできません。 



so an additional hardware I/O module would have been required. Finally, the user interface for selecting the 
program on a computer would have been more complex than with the Arduino Uno.  

Connecting an Arduino to Your Zaber Device 

Zaber devices use RS-232 serial communication, while Arduino boards typically use TTL serial communication. 
TTL voltage levels are typically 0-5 V, while modern RS-232 levels are typically +/- 5-12 V. Zaber devices 
typically use an M8 type connector to communicate directly with a computer. Zaber's X-AS01 (X-Series Shield 
for Arduino) accessory also uses an M8 connector to communicate with Zaber devices. To connect the two, you 
will need an X-DC02 or X-DC06 cable that comes with your Zaber device.  
X-Series Shield 

Zaber's X-Series Shield will fit onto an Arduino Uno or Mega board, communicate with the Arduino over the I2C 
protocol, and convert the Arduino's messages to the RS-232 signals required for communication with Zaber 
devices. The advantage of this over a typical RS-232 shield is that the Arduino's serial port remains free for 
debugging. Additionally, the shield breaks out six I/O pins on the Arduino board to a push-in terminal block type 
connector and connects two more digital pins to push-button switches that can be useful for starting or pausing 
programs. The shield also lets you power your Arduino from a daisy-chained X-Series device.  

To get started with the X-Series Shield or with some example programs, see the Zaber Library for Arduino. 
While the Library for Arduino is designed to be easy-to-use, Zaber's customer support team is available and 
happy to help if you have any questions, suggestions, or need any kind of assistance with your solution.  

 

 

Exceptions to Using an Arduino - PLCs 

There are limitations to where single-board microcontrollers are useful. When an application requires 
connectivity with several devices, instruments, sensors, and controls, or if very high robustness is required, a 
PLC (Programmable Logic Controller) may be the best solution. Zaber devices can work with PLCs if they have 
suitable communication, but please contact Zaber customer support with information on your PLC to discuss in 
detail.  

Please email contact@zaber.com or call 1-888-276-8033 to speak with the applications engineering team if you 
are interested in a custom system.  
If you found the above information interesting, consider subscribing to our newsletter to receive product announcements, 
user tips, and special promotions (typically worth $100 off a selected product).  
 

Arduino を Zaber デバイスに接続 

Zaber デバイスは RS-232 シリアル通信を使用しますが、Arduino ボードは通常 TTL シリアル通信を使用します。

TTL 電圧レベルは通常 0-5 V ですが、最近の RS-232 レベルは通常+/- 5-12 V です。Zaber デバイスは通常 M8
タイプのコネクタを使用してコンピュータと直接通信します。 Zaber の X-AS01（Arduino 用 X シリーズシールド）アク

セサリも M8 コネクタを使用して Zaber デバイスと通信します。この 2 つを接続するには、Zaber デバイスに付属の

X-DC02 または X-DC06 ケーブルが必要です。 

Zaber の X シリーズシールドは Arduino Uno または Mega ボードに組み込まれ、I2C プロトコルを介して Arduino と通

信し、Arduino のメッセージを Zaber デバイスとの通信に必要な RS-232 信号に変換します。一般的な RS-232 シール

ドの内容を超えたこの利点は、Arduino のシリアルポートがデバッグのために空いて活用できることです。 さらに、シー

ルドは Arduino ボード上の 6 つの I / O ピンをプッシュイン端子台タイプのコネクタに分割し、さらに 2 つのデジタルピン

をプッシュボタンスイッチに接続します。このシールドを使用すると、デイジーチェーン接続された X シリーズデバイスか

ら Arduino に電力を供給することもできます。 

X-シリーズ シールドまたはサンプルプログラムの使用を開始する際は、Zaber Library for Arduino を参照してくださ

い。Arduino 用ライブラリは使いやすいように設計されていますが、Zaber のカスタマーサポートチームは、質問や提

案があったり、解決策についての支援が必要な場合には喜んでお手伝いします。 

Arduino を使用する例外 - PLC 

シングルボードマイクロコントローラを使用できる場所には制限があります。アプリケーションが複数のデバイス、機

器、センサー、およびコントロールとの接続を必要とする場合、または非常に高い堅牢性が必要な場合は、PLC
（Programmable Logic Controller）が最善の解決策となる可能性があります。Zaber デバイスは適切な通信機能を

持っていれば PLC と連携できますが、詳細については、ご使用の PLC に関する情報を Zaber カスタマーサポート

にお問い合わせください。 
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そのため、追加のハードウェア I / O モジュールが必要です。 最後に、コンピュータ上でプログラムを選択するための

ユーザーインターフェースは、Arduino Uno を使用する場合よりも複雑になります。 


