
Zaber X-シリーズ アルデュイーノ用シールド: ハードウェア概要 

This document describes the hardware on Zaber's X-Series Shield for Arduino (X-AS01, or the Shield in short).  
電源 

Zaber X-Series devices can share power between them. This can also be used to power the Shield and the 
Arduino. The Shield has an on-board switching regulator that converts the 24-48 V DC power from the X-Series 
daisy-chain to ~7 V with a maximum output of 500 mA which the Arduino and the Shield can use. The Shield 
always draws its power from its Vin pin (see block schematic below), so if you want to power the Shield and the 
attached Arduino from a Zaber X-Series device, put the Power Source jumper in the "X-Series Power" position. 
If you'd prefer to power the Arduino using the barrel jack power input or the Vin pin on the Arduino, keep the 
jumper in the "Vin/USB" position.  
Warning: DO NOT connect power to the barrel jack power input or the Vin pin on the Arduino when the jumper 
is in the "X-Series Power" position. This will connect 7 V from the on-board regulator to the Arduino's Vin, and 
may damage your power source.  
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通信 

The X-Series Shield is designed to leave native Arduino serial ports free. To accomplish this, the Arduino 
communicates with the Shield using I2C. The Shield uses an I2C→UART bridge (U6) and an RS-232 
transceiver (U5) to translate this to RS-232 serial communication with the Zaber device.  

 
The I2C→UART bridge needs to be assigned an address, and the Shield lets you do this with two I2C Address 
selection jumpers. The default address of AA (hex value 0x90) will work in most cases, but there are four 
options to choose from. To change addresses, you must power cycle the board after moving the jumpers – 
simply resetting will not work. If you lose your jumpers, each address bit will default to A.  

この文書は、Zaber の Arduino 用 X シリーズシールド（X-AS01、または略してシールド）のハードウェアについて説明したものです。 

Zaber X シリーズデバイスはそれらの間で電力を共有することができます。 これは Shield と Arduino を動

かすのにも使えます。 Shield には、X シリーズデイジーチェーンからの DC 24〜48 V 電力を最大出力 500 
mA で最大 7 V に変換するオンボードのスイッチングレギュレータがあり、Arduino と Shield で使用できま

す。 Shield は常に Vin ピンから電力を供給されます（下のブロック図を参照）ので、Zaber X シリーズデバ

イスから Shield と付属の Arduino に電力を供給する場合は、電源ジャンパを「X シリーズ電源」に接続しま

す ポジション。 Arduino のバレルジャック電源入力または Vin ピンを使用して Arduino に電力を供給した

い場合は、ジャンパを「Vin / USB」の位置に保ってください。 

警告：ジャンパが「X シリーズ電源」の位置にあるときは、Arduino のバレルジャック電源入力または Vin ピンに電源を接続し

ないでください。 これにより、オンボードレギュレータから 7 V が Arduino の Vin に接続され、電源を損傷する可能性があり

ます。 

X シリーズシールドは、ネイティブの Arduino シリアルポートを無料で使えるように設計されています。 これを

達成するために、Arduino は I2C を使用してシールドと通信します。 シールドは、これを Zaber デバイスとの RS-
232 シリアル通信に変換するために、I2C→UART ブリッジ（U6）および RS-232 トランシーバ（U5）を使用しま

す。 

I2C→UART ブリッジにアドレスを割り当てる必要があり、Shield では 2 つの I2C アドレス選択ジャンパで

これを実行できます。 AA のデフォルトアドレス（16 進値 0x90）はほとんどの場合に機能しますが、選択で

きるオプションは 4 つあります。 アドレスを変更するには、ジャンパを移動した後にボードの電源を入れ直

す必要があります - 単にリセットしてもうまくいきません。 ジャンパをなくした場合、各アドレスビットは

デフォルトの A になります。 
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Address in code: ZABERSHIELD_ADDRESS_AA 

Hex value: 0x90  

 

Address in code: ZABERSHIELD_ADDRESS_AB 

Hex value: 0x92  

 

Address in code: ZABERSHIELD_ADDRESS_BA 

Hex value: 0x98  

 

Address in code: ZABERSHIELD_ADDRESS_BB 

Hex value: 0x9A  

端子台搭載"強化型" I/O  

The Shield includes a terminal block connection to four digital pins and two analog pins. Some short-circuit and 
out-of-range voltage protection circuitry is included (see schematic below). Due to the clamping diodes used, 
the analog pins can only go up to 4.98 V (instead of 5 V) and the highest analog value that can be read is 1020 
(instead of 1024). If this is a problem, use the unprotected I/O directly on the Shield's pin headers, or desolder 
the Zener diode on that analog pin.  

The 5 V output is protected by a 150±10 mA current limiter (U1). The output is disabled as this threshold is 
reached; the output gets disconnected from 5 V and quickly goes to 0 V. If you are using the 5 V from this 
connector and notice that it is no longer working, check your circuit for shorts and try reducing the current load. 
The current limiter should automatically re-enable once the load current is within range.  

 

シールドには、4 本のデジタルピンと 2 本のアナログピンへの端子台接続が含まれています。 いくつかの短絡お

よび範囲外の電圧保護回路が含まれています（以下の回路図を参照）。 クランピングダイオードを使用している

ため、アナログピンは最大 5 V ではなく 4.98 V までしか読み取れず、読み取ることができる最大アナログ値は

（1024 ではなく）1020 です。 これが問題になる場合は、シールドのピンヘッダに直接保護されていない I / O
を使用するか、そのアナログピンのツェナーダイオードをはんだ除去してください。 

5V 出力は 150±10mA の電流制限器（U1）によって保護されています。 このしきい値に達すると、出力は無効

になります。 出力が 5 V から切断され、すぐに 0 V になります。このコネクタから 5 V を使用していて動作し

なくなったことに気付いた場合は、回路の短絡を確認して電流負荷を減らしてみてください。 負荷電流が範囲内

に入ると、電流リミッタは自動的に再度有効になります。 



 

スイッチ 

The two push-button switches on the Shield are useful for starting and stopping motion sequences, so that your 
system doesn't move unexpectedly as soon as the Arduino is powered. The switches are connected to digital 
pins 7 and 8, so make sure you have nothing else connected to the corresponding pin if you are planning to use 
one of them. To read a push-button switch, configure pin D7 or D8 as an input:  
    pinMode(pin, INPUT);           // set pin to input 

There's no need to enable the pull-ups, since there are 47kΩ pull-ups on the Shield.  

 

シールドの 2 つの押しボタンスイッチは、モーションシーケンスの開始と停止に役立ちます。そのため、Arduino
の電源を入れた直後にシステムが突然動かないようにします。 スイッチはデジタルピン 7 と 8 に接続されてい

ます。そのため、使用する予定がある場合は、対応するピンに何も接続されていないことを確認してください。 
プッシュボタンスイッチを読み取るには、ピン D7 または D8 を入力として設定します。  
pinMode（pin, input）   ; //set pin toinput 
ピンを入力に設定 Shield には 47kΩのプルアップがあるため、プルアップを有効にする必要はありません。 

アルデュイーノへ 
電流リミッター 


