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INTRODUCTION ZABER X-JOY3 FEATURES 

A joystick can be a useful complement to many motion        The X-JOY3 is Zaber’s 3-axis joystick. It is compatible 
control applications. Joysticks, in this context, typically        with all of Zaber’s devices and can be daisy-chained with 
allow for graduated velocity and position control           them to share power and data, keeping cabling simple 
and commonly have buttons that can be mapped to         and minimal. Later, we’ll go through how to configure the 
commands, offering the freedom to operate your devices       joystick, but first let’s look at an overview of the X-JOY3 
without a computer connection. In this article, we will look features. 
at the features of Zaber’s X-JOY3 joystick and the steps to 
set it up. We will also explore some applications that benefit 
from implementing a joystick control, and look at the different 
capabilities you can use for your next system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: X-JOY3 in a daisy-chain. 
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ジョイスティックを使ったマニュアル制御

初めに ZABER モデル X-JOY3 の特長 

ジョイスティックは、多くのモーションコントロールアプリ
ケーションを補完するのに役立ちます。 この章では、ジョイ
スティックは通常段階的な速度と位置の制御を可能にし、一
般的にマッピングできるボタンを持っていて、コンピュータ
接続なしであなたの装置を自由に操作できる命令を活用で
きます。 この記事では、Zaber の X-JOY3 ジョイスティック
の機能とその手順について説明します。また、ジョイスティ
ックコントロールを実装することで恩恵を受けるいくつか
のアプリケーションを探り、次のシステムに使用できるさま
ざまな機能を調べます。 

X-JOY3 は Zaber 社の 3 軸ジョイスティックです。 Zaber
社のすべてのデバイスと互換性があり、それらとデイジー
チェーン接続して電力とデータを共有し、ケーブル接続を
最小限且つシンプルに保つことができます。 後で、ジョイ
スティックの設定方法について説明しますが、まず X-JOY3
機能の概要を見てみましょう。 

図１ 1: X-JOY3 デイジーチェーン接続 
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Joystick Knob Keys 

The joystick knob offers manual control of three axes,          Each of the X-JOY3’s 8 keys, shown in Figure 2, can be 
shown in Figure 2: Axis 1 [Left|Right], Axis 2 [Up|Down],         programmed to send commands to any device connected 
and Axis 3 [Counterclockwise|Clockwise]. For each knob      downstream in the daisy-chain. The commands can be set to 
axis, you can specify the following: target a specific device or axis in the chain or all the devices. 
 
• Target Device/Axis: The address of the motor that you Each button has four available key events to which 

want the knob axis to control, including the device          commands can be mapped. As shown in Figure 3, event 
number, and, if the device controls more than one        1 occurs as soon as the key is pushed; event 2 occurs if 
motor, the axis number. the button is released shortly after pressed; event 3 occurs 

• Axis Direction: Coordinates the direction of movement       if the button is held; and event 4 occurs when the button 
of a device and the knob that controls it. is released after being held. You can map commands to 

• Maximum Speed: The speed at which the motor will move       one or more of these events, and you can map multiple 
when the knob is moved to the maximum in an axis. commands to a single event. 

• Resolution: The number of speed increments in an axis 
to reach the maximum speed. 

• Speed Profile: The way the speed changes over the 
travel as you move the knob through increments. The 
options are linear, squared, or cubed. The linear profile 
means each increment increases speed by the same 
amount. Squared and cubed profiles allow finer speed 
control at low speeds. 

 
Figure 3: X-JOY3 key events. 

 
 

The keys come preprogrammed with the following 
commonly used functions so that you can get started 
using the joystick immediately: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*When comm.alert is set to 1 

Table 1: Preprogammed functions 
 

Each of these can be moved, changed, or removed. We will 
explain how in a later section. 

Figure 2: Top-down view of the X-JOY3 anatomy. 
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Key Short Press Long Press 

1 Stop all axes Home all axes 

2 Send alerts* 1, 2 Send alerts* 1, 3, 4 

3 Move to saved position Save current position 

4 Move to saved position Save current position 

5 Move to saved position Save current position 

6 Axis 1 low speed Axis 3 high speed 

7 Axis 2 low speed Axis 3 high speed 

8 Axis 3 low speed Axis 3 high speed 

ジョイスティックノブは 3 軸のマニュアル制御を提
供します。図 2：軸 1 [左|右]、軸 2 [上|下]、軸 3 [反時
計回り|時計回り]。 各ノブ軸には、以下の指定ができ
ます。 

• Target Device/Axis: (対象機器/軸) 
ノブ軸に制御させるモーターのアドレス（デバイス番号、お
よびデバイスが複数のモーターを制御する場合は軸番号を含
む）。 
• Axis Direction: (軸/方向) 
デバイスの移動方向とそれを制御するノブを調整します。 
• Maximum Speed:（最高速度）  
ノブが軸内で最大に動かされたときにモーターが動く速度。 
• Resolution:（分解能） 
 最大速度に達するための軸の速度増分数。 
• Speed Profile: （速度プロファイル） 
ノブを少しずつ動かしながら移動速度を変える方法です。 オ
プションは線形、二乗、または立方体です。 線形プロファイ
ルは、各増分が同じ量で速度を増加させることを意味します。 
2 乗および 3 乗プロファイルにより、低速でより細かい速度
制御が可能になります。 

 
 
 

ジョイスティックノブ キー 

図 2 に示されている X-JOY3 の 8 つの各キーは、接続されてい
る任意のデバイスにコマンドをデイジーチェーンの下流へ送
信するようにプログラムできます。 コマンドは、チェーン内の
特定のデバイスまたは軸、あるいはすべてのデバイスがターゲ
ットになるように設定できます。 

各ボタンには 4 つの利用可能なコマンドをマッピング（設定）
できるキーイベントがあります。 図 3 に示すように、イベント
キーが押されるとすぐにイベント 1 が発生します。 ボタンが押
された直後に離されるとイベント 2 が発生します。 ボタンが押
し続けられるとイベント 3 が発生します。 イベント 4 は、ボタ
ンを押し続けた後に放したときに発生します。 コマンドをこれ
らのイベントの 1 つ以上に設定したり、複数のコマンドを単一
のイベントに設定したりできます。 

保持時間前にキー：解放 

キー：解放 

キー：プレス 

時間＝保持時間（秒） 

図 3: X-JOY3 キーイベント 

キーは次の一般的に使われる機能で予めプログラム
できますので、すぐにジョイスティックを使い始め
ることができます： 

キー 短押し（ショートプレス） 長押し（ロングプレス） 
1 全軸停止 全軸原点(home）復帰 
2 アラート*１，２送信 アラート*１，２、３送信 
3 保存位置へ移動 現在位置保存 
4 保存位置へ移動 現在位置保存 
5 保存位置へ移動 現在位置保存 
6 軸 1 低速設定 軸 1 高速設定 
7 軸 2 低速設定 軸 2 高速設定 
8 軸 3 低速設定 軸 3 高速設定 

* (Comm Alert)アラート（緊急）コマンド送信時１に設定 
 
表 1: プログラムされた機能 
 

上記項目はそれぞれ移動、変更、または削除できます。 詳細
は後のセクションで説明します。 

図２．X-JOY3 を上から見た俯瞰図 

次のデバイスへ 電源 
コンピュータ 
（オプション） 



 
 
 
 
 
Aler ts 

As shown in Table 1, the joystick can be set to send alerts. 
Alerts are responses sent upstream from the joystick, which 
are intended to convey information to a computer if one 
is connected. If the setting ‘comm.alert’ is set to 1 on the 
joystick, then any key event can be set to send an alert 
response. In cases where you have more complex actions 
that can’t be easily mapped to a button, you can write a 
computer program that watches for these responses in order 
to do these functions. 
 
SET-UP AND CONFIGURATION 

Once you have a joystick and devices, you’re ready to set 
up and configure the system. To get started with your 
X-JOY3, we recommend using Zaber Console for the initial 
set-up. Zaber Console is our free, open-source, and 
easy-to-use software, which you can download from here: 
www.zaber.com/wiki/Software/Zaber_Console 

 
Daisy-chaining 

Once Zaber Console is installed, all it takes to get started are 
three steps: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Connect the Joystick to the computer as the 2. Open Zaber Console; open the COM por t; and     3. Select the X-JOY3 from the device list, 
and first device in the daisy-chain, and connect the  send a renumber command to All Devices. This click on the Joystick tab. 
devices you would like to control after it. will set the Joystick as device 1, and the next 

devices as 2, 3, and 4. The joystick knob axes 
control these device numbers by default. 

 
 
For more information on connecting devices, see the Daisy-chaining Data and Power technical paper. 
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Configuring Behaviour 

The X-JOY3 works with Zaber’s easy-to-use ASCII protocol 
by default, and we’ll be using this protocol in the following 
instructions and examples. The X-JOY3 can also be 
configured with Zaber’s Binary protocol; please refer to the 
Binary Protocol manual for details, or contact Zaber’s 
customer support for more information. 
 
To understand how to configure the manual knob and keys 
on the X-JOY3, let’s take a look at some of the ASCII 
commands they use: 

Joystick Commands 

Set the device that a joystick axis controls: 
/device joystick 1|2|3 target device axis 

Example: Set joystick axis 1 (left|right) to control the second device
connected in the daisy-chain 
/1 joystick 1 target 2 1 

Key Commands 
Add a command to a key: 
/device joystick 1|2|3 target device axis 

Example: Set key 1 to send a home command when it is held down
for more than one second 
/1 key 1 3 add home 

アラート（警報） 動作設定 

表 1 に示すように、ジョイスティックは警告を送信するよう
に設定できます。 警告は、ジョイスティックから上流に送信
される応答であり、コンピュータに接続されている場合に情
報を伝達するためのものです。 ジョイスティックの設定 
'comm.alert'が 1 に設定されている場合は、アラート応答を送信
するようにキーイベントを設定できます。 ボタンに簡単にマ
ッピングできない、より複雑なアクションがある場合は、こ
れらの機能を実行するためにこれらの応答を監視するコンピ
ュータプログラムを書くことができます。 

セットアップ及び構成 

ジョイスティックとデバイスが入手できたら、システムをセ
ットアップして構成設定の準備をします。 X-JOY3 の初期設定
には Zaber コンソールを使用することをお勧めします。 Zaber
コンソールは、無料のオープンソースで使いやすいソフトウ
ェアです。こちらからダウンロードできます。 

デイジーチェーン接続 

Zaber コンソールがインストールされると、開始するために必
要なことは以下の３ステップだけです。 

X-JOY3 は、初期設定された Zaber 社の操作容易な ASCII
プロトコルと連携して動作します。以下の手順と例では、
このプロトコルを使用します。 X-JOY3 は Zaber の Binary
プロトコルでも設定できます。 詳細については、バイナリ
プロトコルのマニュアルを参照するか、詳細については
Zaber のカスタマーサポートにお問い合わせください。 

X-JOY3 の手動ノブとキーの設定方法を理解するために、それ
らが使用されるくつかの ASCII コマンドを見てみましょう： 

ジョイスティックコマンド 

ジョイスティックの各軸が制御するデバイスを設定: 
/device joystick 1|2|3 target device axis 
例：ジョイスティック軸 1（左|右）を設定して、デイジーチェー
ン接続されている 2 番目のデバイスを制御する 
/1 joystick 1 target 2 1 
キーコマンド 

キーにコマンドを追加 
/device joystick 1|2|3 target device axis 
例：1 秒以上押し続けたときにホームコマンドを送信するようにキ
ー1 を設定する 
/1 key 1 3 add home 
 

１．ジョイスティックをデイジーチェーン
の最初のデバイスとしてコンピュータに接
続します。次にそれ以降に制御したいデバ
イスを接続します。.  

2. Zaber コンソールを開きます。次に、COM
ポートを開きます。 そしてすべてのデバイ
スに番号更新コマンドを送信します。 ジョ
イスティックがデバイス 1 に設定されます。
ジョイスティックのノブ軸は、デフォルトで
これらのデバイス番号を制御します。 

3. デバイスリストから X-JOY3 を選択
してください。ジョイスティックタブ
をクリックしてください。 

デバイスの接続の詳細については、デイジーチェーンのデータと電源の技術資料を参照してください。 

PC へ 
電源へ 

各デバ
イスへ 
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There are other commands and settings used to configure 
the joystick, and they are all outlined in detail in the X-JOY3 
manual. While editing settings on the joystick can be done 
directly by using Zaber Console’s Commands, Settings, 
or Terminal Tabs (or through any of the libraries Zaber 
supports for various programming languages), the easiest 
way is by using the Joystick tab in Zaber Console. 

 
Using Zaber Console’s Joystick Tab 

The joystick tab in Zaber Console is specifically designed to 
simplify X-JOY3 configuration by offering intuitive graphical 
control. 
 
To adjust the joystick settings, first click on the round and axis numbers and entering a command. Press the Joystick 
button shown in Figure 4. You can choose a knob  button with a plus sign to add the command. Once you axis, 
and then you’ll have controls for each of the settings        have added a command to the key, you can drag it to other 
mentioned earlier. After making changes, make sure yo events or press the button with a minus sign to remove it. press 
the Write button to apply them before configuring the next To upload all of the commands to the joystick, press axis 
Write button in the top right corner. 
 
Click any of the eight Key buttons shown in Figure 4 to        The Options and Settings control offers a list of options, 
configure the functions that the selected key will execu  which includes saving and loading configurations, clearing 
For each key there are four panes, one for each event, and keys, and restoring the settings to default. Figure 5 shows              
these have editable fields that match the ASCII message how you can clear some or all of the keys and how you can            
format. You can populate the fields by typing in the device save a configuration that can be loaded later. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5: Options and Settings on the Joystick Tab. 
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図 4: Zaber コンソール・ジョイスティック・タブ  

ジョイスティックを設定に使用される他のコマンドと設定
があります、それらはすべて X-JOY3 マニュアルで詳細に説
明されています。 ジョイスティックの設定の編集は、Zaber
コンソールのコマンド、設定、またはターミナルタブを使
用して（または Zaber が様々なプログラミング言語用にサポ
ートしているライブラリを使用して）直接実行できますが、
最も簡単な方法は Zaber コンソールのジョイスティックタ
ブを使用することです。 

Zaber コンソールのジョイスティックタブの活用 

Zaber コンソールのジョイスティックタブは、直感的なグ
ラフィカルコントロールを提供することによって X-JOY3
設定を単純化するように特に設計されています。 

ジョイスティックの設定を調整するには、図４に示すよ
うに最初に丸ボタンをクリックしてください。ノブを選
択すると、先に述べた各設定をコントロールできます。 変
更を加えたら、必ず次の軸を設定する前にそれらを適用
するために Write ボタンを押してください。 

プラス記号のあるボタンを押してコマンドを追加します。キーに
コマンドを追加したら、それを他のイベントにドラッグするか、
マイナス記号の付いたボタンを押して削除できます。すべてのコ
マンドをジョイスティックにアップロードするには、右上隅にあ
る[書き込み]ボタンを押します。 

図 4 に示す 8 つのキーボタンのいずれかをクリックして選
択されたキーが実行する機能に設定してください。各キー
には 4 つのパネルがあり、各イベントに 1 つずつあります。
これらは ASCII メッセージフォーマットと一致する編集可
能なフィールドがあります。デバイスと軸番号タイプして、
フィールドを入力すればそこに留まることができます。 

Options and Settings コントロールには、設定の保存と読み込
み、キーの消去、および設定のデフォルトへの復元などのオ
プションのリストがあります。 図 5 に示すキーの一部または
全部をクリアする方法と、後でロードできる設定を保存する
方法が書かれています。 

図５：オプションとジョイスティックによる設定 
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Multi-axis Control and Toggling (3+ devices) 
 

While the X-JOY3 has three axes of manual control, some 
systems to which it will connect will have more than three 
motors. Rather than using two joysticks, you can set up 
buttons on the joystick to switch which axis the joystick knob 
targets. 

 
 
 
 
 
 
 

//which is device 1 
 
 

Figure 6: 4-Axis system with XY, rotation, and gripping. 

 
 

Figure 6 shows an example of a 4-axis system, made up of 
two linear stages, one rotary stage, and a gripper. You can 
map the left/right and up/down knob axes to control the 
linear stages, and then have a button that switches control 
of the clockwise/counterclockwise knob axis between 
rotating the gripper and opening/closing it. 

 
 
 

100000”); 
xjoy.Request(“key 3 2 add 3 set maxspeed 
200000”); 

 
USE CASES AND EXAMPLES 

Figure 7: Two XYZ systems with one joystick. 
Now that we have reviewed features and configuration 
of the X-JOY3, let’s look at a few practical examples to 
demonstrate where the a joystick can save time and effort. 

 
Enclosed Environments (Vacuum or Pressure Chambers) 

Zaber offers a variety of vacuum-rated devices, which are 
used in controlled, low-pressure chambers. This prevents 
you from being able to use manual control knobs on devices 
to adjust them by hand. By connecting a joystick outside the 
chamber, users are given the ability to make these manual 
movements without a computer connection. For more 
information on vacuum devices, see the technical paper: 
Design Consideration for Vacuum Applications. 
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Using a Script to Configure in Zaber Console 

In some cases, you may want to load a number of commands 
at once. While you can do this using the Joystick tab, if you’re
familiarized with the protocol, it may be faster 
to use a script. In the Zaber Console Script tab, you can 
program a list of commands to the X-JOY3 keys and/or 
joystick. The following example shows a simple script written 
in C# to program multiple keys at the same time. 

 
#template(Simple) 

 
//Create a conversation with the X-JOY3, 

var xjoy = PortFacade.GetConversation(1); 
 
//Clear anything stored in key 1 event 3 
xjoy.Request(“key 1 3 clear”); 
 
//Program key 1 event 3 to home all axes 
xjoy.Request(“key 1 3 add 0 home”); 
 
//Clear key 3 event 2 
xjoy.Request(“key 3 2 clear”); 
 
//Program key 3 event 2 to set the speeds of 
//Device 2 and 3 to different values 
xjoy.Request(“key 3 2 add 2 set maxspeed 

Figure 7 shows a system of two separate XYZ set-ups that 
are daisy-chained together. While the system has 6 axes in 
total, you can use one joystick by setting a single key that 
switches the targeted devices between the first set of axes 
and the second set. 
 
To share a joystick knob axis between two devices, simply 
configure two key events to toggle the control between one 
device and the other. Figure 8 shows an example in which 
Key 4 is programmed so that event 2 sets Joystick Axis 1 
(Left and Right) to control device 2, and event 3 sets it to 
control device 3. 
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Zaber コンソールでスクリプトにて設定する方法 

場合によっては、一度に多数のコマンドをロードしたいことがあ
ります。 [ジョイスティック]タブを使用してこれを行うことがで
きますが、プロトコルに慣れている場合は、スクリプトを使用し
た方がもっと速いかもしれません。ます。 Zaber コンソールの[ス
クリプト]タブでは、X-JOY3 キーやジョイスティックにコマンド
のリストをプログラムできます。 次の例は、複数のキーを同時に
プログラムするための C＃で書かれた簡単なスクリプトを示して
います。 

多軸制御及び制御対象切り替え（3 台以上のデバイス） 

X-JOY3 には 3 軸の手動制御がありますが、接続する
システムによっては 3 個以上のモーターがあるものも
あります。 2 つのジョイスティックを使用するのでは
なく、ジョイスティック上にボタンを設定して、ジョ
イスティックノブがターゲットとする軸を切り替え
ることができます。 

図 6: 4-軸システム（ XY 軸＋回転＋グリップ） 

図６は、２台の直線ステージ、１台の回転ステージ、
およびグリッパーからなる４軸システムの例を示し
ています。左右のノブ軸と上下のノブ軸を操作してリ
ニアステージを制御し、グリッパーの回転と開閉には
ノブ軸の時計回りを（ユニット回転）/反時計回り（グ
リップ開閉）制御切り替え用ボタンとして使用できま
す。 
 

応用ケースと使用例  

X-JOY3 の機能と構成が確認できたので、次に実際の
例をいくつか見てみましょう。ジョイスティックが
時間と労力の節約に貢献している例です。 

図 7: 1 台のジョイスティックで 2 台の XYZ システム制御 

図 7 は、デイジーチェーン接続された 2 セットの XYZ
軸システムを示しています。 システムには合計 6 軸が
ありますが、目標システムの第 1 軸目でターゲットデ
バイスを切り替える切替えキーを設定することで 1
つのジョイスティックで 6 軸制御ができます。 

密閉環境（真空チャンバーまたは圧力チャンバー） 

Zaber 社では、制御された低真空チャンバーで使用さ
れるさまざまな真空仕様装置を提供しています。 この
ような用途では、デバイスの手動コントロールノブを
使用して手動調整できませんので、チャンバーの外側
にジョイスティックを接続することによって、ユーザ
ーはコンピュータを操作することなくこれらの手動
操作ができます。 真空装置の詳細については、真空仕
様関連資料をご参照ください。 

2 つのデバイス間でジョイスティックのノブ軸を共
有するには、2 つのキーイベントを設定して、一方
のデバイスと他方のデバイスの間でコントロールを
切り替えます。 図８は、イベント２がジョイスティ
ック軸１（左右）を制御装置２に設定し、イベント
３がそれを制御装置３に設定するようにキー４がプ
ログラムされている例を示す。 

真空用途向け設計構想 （ご参照） 
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Figure 8: Configuring key 4 to toggle control. 

 
 
Vir tual Axis Control for Micromanipulators Raster Scan with a Stream Buffer 

For some XY applications, users need to move along a                   A common use for XY systems is to move through a series 
straight line in a direction between X and Y. This direction                 of lines to scan an area or stop at an array of positions 
is called a virtual axis. This is a common requirement                         and perform an action at each stop. These kinds of 
in micromanipulators, such as Zaber’s M-LSM shown                        movements are known as raster scans. In cases where 
in Figure 9, where a probe may be held at an angle.                            A having a computer connection is not feasible, raster scan 
user may then want to insert the probe into a sample by                     movements can be saved to a stream buffer and run moving 
along a virtual axis corresponding to the angle.                                  using a X-JOY3 key. For more information on streams, see 
Zaber’s two-axis X-MCB2 controller supports this kind Streamed and Interpolated Multi-Axis Motion. 
of movement. For example, to set up a virtual axis 30° 
between axis 1 and axis 2, you would send: 

 
/02 virtual 1 setup angle 1 2 30 

 
 
Once a virtual axis is set up, you can configure one axis of 
the joystick knob to move along the virtual path similarly to 
controlling any other axis: 
 
 

/01 joystick 1 target 3 virtual 1 

 
We include an X-JOY3 with our M-LSM micromanipulator 
orders when they are purchased with accessory kits. 
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Figure 9: Zaber’s Micromanipulator bundle includes the X-JOY3. 
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図 8: キー４を機能切替えキーに設定 

マイクロマニピュレータ用途で仮想軸制御 

特定の XY 軸の用途では、Ｘ軸及びＹ軸に沿った動作
が必要な場合があります。これらの 軸は仮想軸と呼ば
れます。これは、図 9 に示す Zaber の M-LSM など、
プローブを斜めに保持できるマイクロマニピュレー
タでは一般的な要件です。 そして、作業者が、ある角
度を有した仮想軸に沿ってプローブをサンプルに投
入する場合を想定します。Zaber の 2 軸制御コントロ
ーラ X-MCB2 はこのような動作をサポートしていま
す。たとえば、仮想軸を 30°に設定するには軸 1 と軸
2 ユニットに、次のように送信します。 

ストリームバッファを使用したラスタスキャン 

XY システムの一般的な用途は、エリアをスキャンした
り停止したり、各停止位置でアクションを実行したりす
るための移動線に沿った動作をすることです。 この種の
動きはラスタスキャンとして知られています。コンピュ
ータ接続が不可能な場合は、ラスタスキャンの移動をス
トリームバッファに保存し、X-JOY3 キーを使用して移
動します。 

ストリーミングと補間の多軸モーション 

図 9: Zaber のマニピュレータにはセットとして X-JOY3 が含まれます 

仮想軸を設定したら、普通の軸を制御する場合と同
様に、ジョイスティックノブの 1 軸を仮想パスに沿
って移動する軸として設定できます。 

アクセサリキットを購入頂く場合は、M-LSM マイク
ロマニピュレータの注文の際に X-JOY3 を含めてご
紹介しています。 
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The following script stores a raster scan on an X-MCB2                     trigger some action, wait for a period, then turn it off. Once 
controller and programs key 8 on the X-JOY3 to call the                       this script is run, you will be able to initiate the raster scan 
scan. At each position, it will turn on a digital output to                       by clicking key 8. 

 
#template(Simple) 

 
var xjoy = PortFacade.GetConversation(1); //X-JOY3 is device 1 var 
xmcb2 = PortFacade.GetConversation(2); //X-MCB2 is device 2 

 
var col_dist = 2000;              //Distance in microsteps between each column in grid  
var row_dist = 2000;              //Distance in microsteps between each row in grid  
var sittime = 500;                                   

//Time in milliseconds of pause at each position 
var digitaloutput = 1;             //Which digital output pin to turn on at each 

//position 
int col_num = 12;                //Number of columns in raster 
int row_num = 8;                 //Number of rows in raster 
int col_count = 0; 
int row_count = 0; 

 
xmcb2.Request(“home”); 
xmcb2.PollUntilIdle(); 

 
xjoy.Request(“key 8 2 clear”);          //Clears Key 8 event 2 
xmcb2.Request(“stream buffer 1 erase”); //Clears stream buffer  
xmcb2.Request(“stream 1 setup disable”); //Disables stream 1 setup  
xmcb2.Request(“stream 1 setup store 1 2”); //Start storing using stream 1 

 
while (row_count < row_num){ 

xmcb2.Request(“stream 1 line abs ” + (col_dist) + “ “ + (row_dist)); 
xmcb2.Request(“stream 1 io set do 1 1”); //Set DO1 high 
xmcb2.Request(“stream 1 wait “, sittime); 
xmcb2.Request(“stream 1 io set do 1 0”);             //Set DO1 low 
row_count++; 
while (col_count < col_num){ 

xmcb2.Request(“stream 1 line rel ” + (col_dist) + ” ” + (0)); 
xmcb2.Request(“stream 1 io set do 1 1”); //Set DO1 high 
xmcb2.Request(“stream 1 wait “, sittime); 
xmcb2.Request(“stream 1 io set do 1 0”);           //Set DO1 low 
col_count++; 

} 
row_dist = row_dist + row_dist; 
col_count = 0; 

} 
 

xmcb2.Request(“stream 1 setup disable”); 
 

//Program the key 8 to start and call the stream 
xjoy.Request(“key 8 2 add 2 stream 1 setup live 1 2”); 
xjoy.Request(“key 8 2 add 2 stream 1 call 1”); 
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次のスクリプトは、X-MCB2 コントローラにラスタ
スキャンを保存し、X-JOY3 のキー8 をプログラム
してスキャンを呼び出します。 各ポジションで、
デジタル出力をオンにして何らかの動作をトリガ
ーし、しばらく待ってからオフにします。  

このスクリプトを実行したら、キー8 をクリックしてラ
スタスキャンを開始できます。 



 
 
 
 
 
Trigger A Script Using Aler ts 

Most of the examples we’ve looked at have focused on 
cases in which it’s helpful to have either manual control 
or keys when you don’t have a computer connection 
available. There are also uses for the joystick in conjunction 
with a computer script or program. 
 
In particular, the Alert function is useful in sending 
information upstream from the joystick, back to the computer. 
Every key event on the joystick can be set to send an alert 
message to the connected COM port. The script or program 
can watch for these alerts, and based 
on which key event occurs, it can run a number of different 
programs. For example, if you’re using the joystick to move a 
digital camera that is connected to a computer, you can write 
a script on the computer that captures an image when a 
particular key alert is received. This would allow you to focus 
on your subject rather than returning to the computer every 
time you wanted to capture an image. 
 
To enable alerts for a particular key event, first enable alerts 
on your device: 

 
/1 set comm.alert 1 

 
Next, enable alerts for the key events you’d like to respond. 
For example, to have key 2 event 1 send an alert, send: 

 
/1 key 2 1 alert 1 

 
Now, when key 2 is pressed, the following alert will be sent 
back to the computer port: 

 
!01 0 key 2 1 
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DISCUSSION/CONCLUSION 

We’ve discussed a number of applications and uses for 
Zaber’s X-JOY3 joystick, but there are many more ways the 
features can be used. If you have an application where you 
think it may be useful, or if you have any questions, please 
contact our Applications Engineering Team at 
contact@zaber.com. For additional information and 
troubleshooting, you can refer to our Joystick Manual, Zaber 
Console Joystick Guide, or our Zaber Console ASCII manual. 
 
Feel free to contact our Applications Engineering Team at 
contact@zaber.com if you have any questions about this 
article, if you have a potential application in mind or need 
any other additional information. 

アラートを使用してスクリプトを起動 

これまでに紹介した例のほとんどは、コンピュータ接続
が利用できないときに手動制御またはキーを使用する
と便利な場合に焦点を当てていました。コンピュータス
クリプトまたはプログラムと組み合わせてジョイステ
ィックを使用することもあります。 

特に、Alert 機能は、ジョイスティックから上流に向かっ
て情報をコンピュータに送り返すのに役立ちます。ジョ
イスティックのすべてのキーイベントは、接続されてい
る COM ポートに警告メッセージを送信するように設定
できます。スクリプトまたはプログラムはこれらのアラ
ートを監視し、どの主要イベントが発生したかに基づい
て、さまざまなプログラムを実行できます。 たとえば、
ジョイスティックを使用してコンピュータに接続され
ているデジタルカメラを移動する場合は、特定のキーア
ラートを受信したときに画像を撮影するスクリプトを
コンピュータに書き込むことができます。 これにより、
画像を撮影するたびにコンピュータに戻るのではなく、
被写体に集中することができます。 

特定の重要なイベントに対してアラートを有効にする
には、まずデバイスでアラートを有効にします。 

次に、対応したい主要なイベントのアラートを有効にし
ます。 たとえば、キー2 のイベント 1 でアラートを送信
するには、次のように送信します。 

ここで、キー2 が押されると、以下の警告がコンピュ
ータのポートに送り返されます。 

考察 /結論  

Zaber の X-JOY3 ジョイスティックの用途と使用方法につ
いて説明しましたが、この機能を使用する方法は他にもた
くさんあります。 ユーザに役に立つかもしれないと思うア
プリケーションをお持ちならば、またはご質問がある場合
は、Zaber 社のアプリケーションエンジニアリングチー
ム ：contact @ zaber.com にご連絡ください。  

この記事についてご質問がある場合、潜在的なアプリケ
ーションを念頭に置いている場合、またはその他の追加
情報が必要な場合は、お気軽に contact@zaber.com で当
社のアプリケーションエンジニアリングチームまでご連
絡ください。 
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