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初めに  
Triggers allow you to set up actions that occur when a 
certain condition has been met or an event has occurred. 
They allow you to add flexibility to processes, reduce 
communication delays for time-sensitive applications, and 
make it easier to coordinate timing and positioning of 
devices with other components within a system. 
 
Triggers are available on A-Series and X-Series controllers 
using Zaber’s ASCII protocol. This article will cover the types 
of triggers used on Zaber’s controllers and outline the 
process of setting up several common applications using 
triggers. 

 
 
トリガータイプ  
Zaber’s controllers have three types of triggers, which are 
differentiated by the conditions that activate them: 
event-based, distance-based, and time-based. 
 
Event triggers are the most flexible. The condition that 
activates these triggers can be set to compare digital inputs 
or analog inputs, the position, or another setting to an 
input value. When activated, event-based triggers can be 
configured with up to two actions, such as toggling outputs, 
changing settings, or sending movement commands. 
 
Distance triggers are activated when a specified distance 
interval is travelled, and the action triggered toggles a digital 
output value. Distance triggers are only available on 
controllers with I/O ports. 
 
Time triggers are similar to distance triggers in that they also 
toggle a digital output. However, the condition for time 
triggers is an elapsed time interval rather than a travelled 
distance interval. 
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Like distance triggers, time triggers are also only available on
controllers with I/O ports. 
 
Each type of trigger can be enabled or disabled. When 
enabling triggers, you also have the option to specify a 
“count”, which sets the number of times the trigger will 
execute before being automatically disabled. 

 
 
応用例  

ロータリーステージでの無限回転 
All of Zaber’s controllers have a minimum and maximum 
position setting, and movement is constrained to stay within 
these bounds. On linear devices, these settings prevent 
the carriage from hitting physical stops. On rotary devices, 
physical stops do not exist, allowing for full 360 degree 
motion. The minimum and maximum position setting will still 
limit motion after several full rotations, however. To achieve 
endless rotation, a trigger can be set up to remove this 
limitation. 
 
The following example describes a set-up that uses a trigger
to create continuous motion in a certain direction. The trigger
will activate when the current position of the rotary stage is 
more than a full rotation from the 0 position. The triggered 
action will subtract a full rotation from the stage’s current 
position. 
 
Using this strategy, when a movement is sent that has the 
final position as more than a full rotation, the trigger will reset
the position with each rotation, thereby preventing 
the final position from ever being reached. A second trigger 
can also be configured for continuous rotation in the opposite
direction. 
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トリガーを使用すると、特定の条件が満たされたときやイ

ベントが発生したときに生じるアクションを設定できま

す。 これらを使用すると、プロセスに柔軟性を持たせ、時

間の影響を受けやすいアプリケーションの通信遅延を減ら

し、システム内の他のコンポーネントとデバイスのタイミ

ングと位置を調整しやすくすることができます。 

トリガーは、A シリーズおよび X シリーズコントローラで

は、Zaber の ASCII プロトコルを使用して利用できます。 こ

の項では、Zaber のコントローラで使用されるトリガーの種

類について説明し、トリガーを使用していくつかの一般的

なアプリケーションを設定するプロセスの概要を説明しま

す。 

Zaber のコントローラには、イベントベース、距離ベース、

および時間ベースの 3つのタイプのトリガーがあります。 

イベントトリガーは最も柔軟です。 これらのトリガーを有

効にする条件は、デジタル入力またはアナログ入力、位置、

または入力値に対する別の設定を比較するように設定でき

ます。 アクティブにすると、出力のトグル、設定の変更、

または移動コマンドの送信など、最大 2 つのアクションでイ

ベントベースのトリガーを設定できます。 

距離トリガーは、指定された距離間隔迄移動するとアクティ

ブ（有効）になり、トリガーされたアクションはデジタル出

力値をトグル（切り替え）します。 距離トリガーは、I / O

ポートを備えたコントローラでのみ使用できます。 

時間トリガーは、デジタル出力を切り替える点で距離トリガ

ーに似ています。 ただし、時間トリガーの条件は、移動距離

間隔ではなく経過時間間隔です。 

距離トリガーと同様に、時間トリガーは I / O ポート付きの

コントローラでのみ使用できます。 

トリガーの各タイプは有効または無効にすることができま

す。 トリガーを有効にすると、自動的に無効になるまでにト

リガーが実行される回数を設定する「カウント」を指定する

オプションもあります。 

Zaber のコントローラにはすべて最小値と最大値の設定が

あり、動作はこの範囲内で実行されるように制限されてい

ます。 リニアデバイスでは、これらの設定によってキャリ

ッジが物理的なストッッパ―への衝突を防ぎます。 回転装

置では、物理的な停止は存在せず、完全な 360 度の動きが

可能になります。 ただし、最小位置と最大位置の設定では、

動作が数回の完全回転のみに制限されます。 無限回転を実

現するために、トリガーを設定してこの制限を取り除くこ

とができます。 

次の例では、トリガーを使用して特定の方向に連続動作を

実行する設定について説明します。 トリガーは、回転ステ

ージの現在の位置が「0」の位置から一回転以上になると作

動します。 トリガーされたアクションは、ステージの現在

の位置からフルローテーションを減算します。 

この設定方法を使用すると、最終位置が完全 1 回転よりも大

きい移動値が送信されると、トリガーは各回転毎に位置をリ

セットし、それによって最終的な位置に到達するのを防ぎま

す。 2 番目のトリガーで、反対方向に連続的に回転するよう

に構成することもできます。 
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高周波反復動作（サイクリング動作） 
Some applications require cycling or moving between two 
points continuously. Often, it is important to control both the 
size of a cycle as well as the frequency with which they 
complete. 

 
Using movement commands to create this kind of motion has 
two limitations. First, each command takes a certain amount 
of time to send from the computer. Second, there is often a 
small variability in the timing of when commands are sent. 
Both limitations are on the order of milliseconds, so for low 
frequency (1 Hz or lower) applications, neither is a major 
consideration. However, they can be a limiting factor at 
higher frequencies. 

 
Once triggers are set up, they no longer require 
communication to function, which makes it possible for 
higher frequency cycling applications to be more accurate. 

 
The example below describes how triggers can be set up for 
a specific requirement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The purpose of this particular set-up is to define the two 
end points of the motion. A point being reached or 
exceeded acts as a condition to trigger the stage to move to 
the other position. That position will have a similar condition 
that sends the stage back to the first point. 

 
To accomplish this, first set up the conditions to activate the 
triggers when each end is reached. Our example will cycle 
between the 1 mm and 1.5 mm positions, which are found 
using the microstep size of the device. 

 
/01 trigger 1 when 1 pos <= 5249 
/01 trigger 2 when 1 pos >= 7874 
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The steps to set up triggers are detailed below: 
 
 
 
 
 
 
 
 
First, set up the conditions to activate the triggers after a full 
rotation in either direction. 

 
/01 trigger 1 when 1 pos >= 1536000   

/01 trigger 2 when 1 pos <= -1536000 
 
 
 
Next, set up the actions to increment or decrement the 
position. 

 
/01 trigger 1 action a 1 pos += -1536000 
/01 trigger 2 action a 1 pos += 1536000 

 
 
 
Enable both triggers so that they become active. A count can
be used here to specify the number of rotations you would 
like to move. Instead of continuous rotation, this can also be
used to enable a longer duration of motion than the limits 
would otherwise allow. 

 
/01 trigger 1 enable 
/01 trigger 2 enable 100 

 
 
 
Sending a movement command that moves past the full 
rotation mark will start the continuous rotation. 

 
/01 0 move abs 3072000 

Device Information 
Device X-MCB2 with LSM050B-T4 
Microstep Size 0.1905 µm 
Maximum Speed 104 mm/s 
Maximum Acceleration 8000 mm/s 

Example Application Requirements 
Amplitude 0.5 mm 
Frequency 25 Hz 

Device Information 
Device X-MCB1 with RSW60A-T3 
Microstep Size 0.000234375° 
360° Position 1536000 microsteps 

トリガー設定手順は以下のとおりです。 

先ず、いずれかの方向に一回転した後にトリガーを有効に

する条件を設定します。 

次に、位置情報を増減する動作を設定します。 

両方のトリガーを有効にしてアクティブにします。「 カウ

ント」を使用して、移動したい回転数を指定することがで

きます。 連続的な回転の代わりに、これを使用して、他の

方法で許容される限界よりも長い動作時間を可能にするこ

ともできます。 

全回転マークを超えて移動する移動コマンドを送信すると、

連続回転が開始されます。 

アプリケーションによっては、サイクリング（反復）や 2
点間を連続して移動する必要があります。 多くの場合、サ

イクルのサイズ（距離）と完了する頻度（回数）の両方を

制御することが重要です。 

この種のモーションを作成するための移動コマンドの使用

には 2 つの制限があります。 まず、各コマンドはコンピュ

ータから送信するのにある程度の時間がかかります。 第 2
に、コマンドが送信されるタイミングに僅かな変動ある場

合があります。 どちらの制限もミリ秒のオーダであるた

め、低周波（1Hz 以下）アプリケーションではいずれも大

きな問題ではありません。 しかしながら、高周波数では制

限要因となり得ます。 

トリガーが設定されると、通信の必要がなくなり、より高

周波のサイクリング（反復動作）用途をより正確に実行で

きます。 

以下の例では、特定の要件に対してトリガーを設定する方

法について説明します。 

この特定のセットアップの目的は、モーションの 2つのエ

ンドポイントを定義することです。 到達したポイントまた

は超過した状態は、ステージを他の位置に移動させる条件

となります。 その位置情報は、ステージを始動位置に戻す

同様の条件となります。 

これを達成するには、まず各端に達するとトリガーをアク

ティブにする条件を設定します。 この例では、デバイスの

マイクロステップサイズを使用して検出される 1mm と

1.5mm の間を循環します。 



 
 
 
 
 
Next, configure the actions for the triggers to send absolute 
movements to the opposite points. 

 
/01 trigger 1 action a 1 move abs 7874 
/01 trigger 2 action a 1 move abs 5249 

 
 
 
Enable the triggers, and send the stage to one of the points 
to begin cycling. 

 
/01 trigger 1 enable 
/01 trigger 2 enable 
/01 1 move abs 7874 

 
 
 
These triggers will set the amplitude of your motion. 
Frequency can then be set by adjusting the target speed 
and acceleration. For example, to achieve a 25 Hz motion 
you must complete a cycle in 40 ms. For each 
quarter-cycle, this leaves 10 ms to cover 0.25 mm. There 
will be multiple speed and acceleration combinations that 
can achieve this, but an easy option is to set the peak 
speed to be reached at the end of the quarter-cycle so that 
it is constantly accelerating over that time period. For this 
example, this would give an acceleration value of 5000 
mm/ s2 and a target speed of 50 mm/s, which are both 
within the ratings for the LSM050B-T4 model. 
 
 
カメラのトリガー 
Triggers can be incorporated into applications involving 
cameras by using a controller’s digital output as an 
automated shutter release for a camera. Many cameras 
have a digital input that, when switched, can capture an 
image. While any type of trigger can be used, in this 
case, distance triggers are the easiest option as they can 
coordinate images and positions without having to consider 
timing. 
 
First, set up a trigger with a distance-based condition. 

 
/01 trigger dist 1 1 1000 
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Then, enable the trigger to execute 500 times before 
disabling. 

 
/01 trigger dist 1 enable 500 

 
 
 
At every 1000 microstep interval, digital output 1 will toggle, 
switching between high and low states. The connected 
camera will likely capture an image only when the line 
switches from low to high. In this case, you should set your 
distance condition to half the desired distance between 
images. In this example, the line will only go from low 
to high every 2000 microsteps: 1000 microsteps, 3000 
microsteps, 5000 microsteps, and so on. 

 
 
追加情報 
The examples in this article illustrate only a few potential 
uses for triggers; they are designed to add flexibility and ease 
of use to a wide variety of applications. Please refer to the 
Zaber ASCII Protocol Manual to learn more about other 
conditions and actions that can be created. If you have a 
potential application in mind, or if you have any questions 
about triggers, please feel free to email our applications 
engineers at contact@zaber.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert David is an applications engineer at Zaber 
Technologies Inc. Zaber designs and manufactures 
stepper motor based precision linear actuators, linear 
slides, and other motion control products used for optics 
and photonics, industrial automation, biomedical, and 
many other applications. For more information, please 
visit www.zaber.com. 

 
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). Subscribe 
online at www.zaber.com. 
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次に、反対側のポイントのアブソリュート動作命令を送信

するトリガー動作を設定します。 

トリガーを有効にして、ステージにサイクリングを開始す

るどちらかの位置情報を送信します。 

これらのトリガーでは要望動作の振幅を設定します。 目標

速度と加速度を調整して周波数を設定することができま

す。 たとえば、25 Hz の動きを実現するには、40 ms で 1
サイクルを完了する必要があります。 4 分の 1 サイクル毎

に、ここでは 0.25mｍをカバーするために 10ms が必要。

これを達成する複数の速度と加速の組み合わせがありま

すが、簡単な選択肢は、四半期サイクルの終わりに達する

ようにピーク速度を設定し、その期間は常に加速するよう

にすることです。 この例では、LSM050B-T4 モデルの定格

内にある 5000 mm / s2 の加速値と 50 mm / s の目標速度が

得られます。 

トリガー機能を、カメラの自動シャッタリリースとしてコ

ントローラのデジタル出力を使用して、カメラ応用用途に

組み込むことができます。 多くのカメラにはデジタル入力

があり、スイッチを入れると画像取り込みます。 この場合、

距離トリガーはタイミングを考慮する必要なしに画像と位

置を調整することができ、どのタイプのトリガーにも使用

できますので、距離トリガーが最も簡単なオプションです。 

まず、距離を基準とした条件でトリガーを設定します。 

次に、トリガーを無効にする前に 500回実行します。 

1000 マイクロステップの間隔ごとに、デジタル出力 1 がト

グルし、High と Low 状態を切り替える。 接続されたカメラ

は、ラインウイッチがローからハイに切り替わるときにの

み、画像をキャプチャする可能性があります。 この場合、

距離条件を画像間の所要距離の半分に設定する必要があり

ます。 この例では、ラインは、1000 マイクロステップ、3000
マイクロステップ、5000 マイクロステップなどの様に、2000
マイクロステップ毎にローからハイに変化するだけです。 

この記事の例では、トリガーの有効な用途をいくつか示し

ています。 さまざまなアプリケーションに柔軟性と使い易

さを付加するように設計されています。 作成可能なその他

の条件とアクションの詳細については、Zaber ASCII 
Protocol Manual を参照してください。具体的なご用途につ

いてご検討でしたら、またはトリガーについてご質問があ

る場合は、contact@zaber.com まで、アプリケーションエン

ジニアに電子メールでお問い合わせください。 

Albert David は、Zaber Technologies Inc.のアプリケーショ
ンエンジニアです。Zaber は、光学およびフォトニクス、
産業オートメーション、生物医学、およびその他多くの
アプリケーションに使用されるステッパモーターベー
スの精密リニアアクチュエータ、リニアスライド、およ
びその他のモーションコントロール製品を設計および
製造しています。 詳細については、www.zaber.comをご
覧ください。 
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