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本資料及び本製品ご利用に際しての留意事項本資料及び本製品ご利用に際しての留意事項本資料及び本製品ご利用に際しての留意事項本資料及び本製品ご利用に際しての留意事項 

 

 

本資料は、お客様が適切に本製品をご利用いただくための資料ですので次の内容をご確認

の上、ご使用の程、宜しくお願いいたします。 

   

（１）本資料中の技術情報はシグマ光機株式会社が所有する知的財産権等の権利の実施や

使用を許諾するものではありません。 

（２）本資料中の技術情報は、発行時点のものであり、予告なしに変更することがあります。 

（３）本資料中の技術情報は 正確、慎重に製作したものですが万一資料の記述誤りに起因

する損害が生じた場合、シグマ光機株式会社はその責任を負いません。 

（４）本資料の転載、複製については、文書によるシグマ光機株式会社の事前の承諾が必要

です。 

 

 

   ご使用に関してのお問合わせ、ご相談は次の営業担当までお願い致します。 

 

シグマ光機株式会社 東京本社 営業部 TEL 03-5638-6551 

シグマ光機株式会社 大阪支店   TEL 06-6307-4835 

シグマ光機株式会社 九州営業所  TEL 092-481-4300 
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安全にお使いいただくために安全にお使いいただくために安全にお使いいただくために安全にお使いいただくために 

ご使用する前、この“安全にお使いいただくために”と“取扱説明書”をご熟読のうえ、正しく

お使い下さい。本書には使用者や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、安全にお使いい

ただくために、守っていただきたい事項を示しています。 

本書をお読みになった後は、本機器をお使いになる時、いつでもご覧いただけるよう大切に保管

して下さい。 

警告表示について警告表示について警告表示について警告表示について 

!!!!   警告警告警告警告 !   注意 

この表示を無視して、誤った取扱をすると、使

用者が死亡または重傷を負う可能性が想定さ

れる内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障

害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害の

発生が予想される内容を示しています。 

本文中の記号について本文中の記号について本文中の記号について本文中の記号について 

本文中に記載されています記号には、次のような意味があります。 

 
本記号の後に、説明してあります事項については、必ず守っていただきご使

用下さい。 

免責事項について免責事項について免責事項について免責事項について    

①本機器の使用または使用不能から付随的な損害に関して、当社は一切責任を負いません。 

②取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 

③火災・地震・第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他の異常な条件

下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅠⅠⅠⅠ    使い始める前に使い始める前に使い始める前に使い始める前に    

 

! 

!!!!    警告警告警告警告    

● 引火性ガス、爆発性・腐食性のある場所、水分や湿

気の多い場所、通気性の悪い場所や可燃物の近くで

は使用しないで下さい。 

● 通電状態での接続、点検作業をしないで下さい。 

● 取り付け(設置)や接続作業は専門知識のある技術者

が行って下さい。 

● 接続ケーブルは曲げたり、引っ張ったり、傷つけた

り、加工したりしないで下さい。 

● 機器内部には触れないで下さい。 

● 異常な臭いがしたり、過熱、発熱、異音がする場合

には電源を切って下さい。 

● 機器を落としたり、強い衝撃を与えた場合には電源

を投入しないで下さい。 

● 清掃には乾いた布をお使い下さい。 

!!!!    注意注意注意注意    

● 振動のある場所、密閉した場所、直射日光の当たる

場所などには放置しないで下さい。 

● 濡れた手で操作しないで下さい。 

● コントローラの電源を切っても残留電圧があります

ので、約 10 秒間は入・出力端子に触れないで下さい。 

● 機器材を接続する前に、その機器材に適合するよう

に初期設定(パラメータ設定)を行って下さい。 

● 機器材の接続はコントローラの入力電源を切ってか

ら、行って下さい。 

● 異常が発生した場合に直ちに非常停止や電源を切れ

る状態で運転をして下さい。 
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1111----1111、概要、概要、概要、概要    

    

 本装置は、表示機能を搭載したハンディタイプ操作 BOX です。 

弊社ステージコントローラ SHOT-302GS/SHOT-304GS/SHOT-702/PGC-04-U/HSC-103 と接続可能で

す。 

本装置は、ケーブルにてコントローラと接続されるため、離れたところからの操作が可能となり

ます。そのためコントローラとステージが離れている場合でも、本装置の使用により、座標値の

確認及び動作を確認しながら操作できます。 

また、本装置は固定パルス動作が可能で、設定した固定パルスづつステージを動作させることが

できます。 

 

 

1111----2222、接続方法、接続方法、接続方法、接続方法    

    

 JB-400 を接続する際には、MDR14-CA 標準ケーブル(オプション品)にてコントローラと接続を

行います。 

 

① JB-400 のリアパネルコネクタに標準ケーブル(MDR14-CA-2.5)を接続します。 

② コントローラ(SHOT-302GS/SHOT-304GS/SHOT-702/PGC-04-U/HSC-103)のフロントパネル部

の“JOYSTICK”コネクタに①の標準ケーブルを接続します。(SHOT-702/HSC-103 の場合は

リアパネル部になります。) 

③ 接続完了後、コントローラの電源を投入して下さい。 

この際に、ジョイスティックの LCD 画面に正しく表示が行われることを確認して下さい。

正常に表示されない場合は、接続が正しいかどうか再度確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JB-400 を接続する際は、必ずコントローラの電源が OFF の状態で接続して下さい。

電源が ON の状態に接続を行った場合、正常に動作しない場合があります。    
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ⅡⅡⅡⅡ    取扱方法取扱方法取扱方法取扱方法    

 

2222----1111、各部の名称、各部の名称、各部の名称、各部の名称    

 

 

 

 

2222----2222、各部の操作詳細、各部の操作詳細、各部の操作詳細、各部の操作詳細    

① LCD パネル 

 通常時コントローラの座標値及び速度設定値等を表示します。固定パルス設定の場合、画面表

示がコントローラの画面と異なります。詳細については、固定パルス設定を参照下さい。 

表示桁：16 桁×4 行 

②JOG LED 

 LED ランプが点灯している時、JOG 動作となります。LED ランプが消灯している時、固定パル

ス動作となります。JOG/Pulseボタンを押す毎にJOG動作/固定パルス動作が切り替わります。 

 注注注注))))    メモリスイッチ編集中、エディットプログラム編集中はメモリスイッチ編集中、エディットプログラム編集中はメモリスイッチ編集中、エディットプログラム編集中はメモリスイッチ編集中、エディットプログラム編集中は JOGJOGJOGJOG 動作に設定してください。動作に設定してください。動作に設定してください。動作に設定してください。        

(LED(LED(LED(LED ランプ点灯ランプ点灯ランプ点灯ランプ点灯中中中中))))    

② JOG/Pulse ボタン 

 ボタンを押す毎に JOG 動作/固定パルス動作が切り替わります。 JOG 動作時には、JOG LED

が点灯しています。JOG 動作時にはボタンを連続して押し続けるとステージは連続して動作し、

ボタンを放すとステージは停止します。固定パルス設定時には、固定パルス動作を行います。

固定パルス動作時には、ボタンを押すたびに固定パルスを出力します。 

 注注注注))))    メモリスイッチ編集中、エディットプログラム編集中はメモリスイッチ編集中、エディットプログラム編集中はメモリスイッチ編集中、エディットプログラム編集中はメモリスイッチ編集中、エディットプログラム編集中は JOGJOGJOGJOG 動作に設定してください。動作に設定してください。動作に設定してください。動作に設定してください。 

①LCD パネル 

②JOG LED 

③JOG/Pulse ボタン 

④プログラムボタン 

⑤SPEED ボタン 

⑥MODE ボタン 

⑭STOP ボタン 

⑫X軸操作ボタン 

⑪テンキー(0～9) 

⑩CLEAR ボタン ⑨SET ボタン 

⑬Y軸操作ボタン 

⑧ORG ボタン 

⑦Resetボタン 
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④プログラムボタン 

 コントローラ内部のプログラムを実行します。 

“Prg“＋”Reset X”：プログラム No.1 を実行します。 

“Prg“＋”Reset Y”：プログラム No.2 を実行します。 

 注注注注)SHOT)SHOT)SHOT)SHOT----702702702702 では、内部プログラム機能はありませんので無効です。では、内部プログラム機能はありませんので無効です。では、内部プログラム機能はありませんので無効です。では、内部プログラム機能はありませんので無効です。    

⑤SPEED ボタン 

 コントローラにて設定した移動速度を 4段階に切り替えます。 

 ボタンを押す毎に移動速度を切り替えます。 

⑥MODE ボタン 

 SHOT-302GS/304GS の動作モードを切り替えるときに使用します。ボタンを押す毎にコントロ

ーラのモードが切り替わります。 また、メモリスイッチ編集・エディットモード編集時にも

使用します。メモリスイッチ、エディットモード編集時には、“メモリスイッチ、エディット

モード編集操作”を参照下さい。コントローラの動作モードについては、SHOT-302GS/304GS

コントローラの取扱説明書を参照ください。 

注)SHOT-702/PGC-04-U/HSC-103 では、MODE変更はありませんので無効です。 

⑦Resetボタン 

Reset X：X軸のステージの現在位置を論理(電気)原点に設定し、座標値を 0 とします。 

Reset Y：Y軸のステージの現在位置を論理(電気)原点に設定し、座標値を 0 とします。 

⑧ORG ボタン 

 ORG X：X軸のステージの機械原点位置へ復帰動作を行います。 

 ORG Y：Y軸のステージの機械原点位置へ復帰動作を行います。 

(機械原点復帰方法については、コントローラの設定によります) 

⑨SET ボタン 

固定パルス設定を完了する時に使用します。ボタンを押すことにより、固定パルスを設定して、

通常画面に戻ります。また、メモリスイッチ編集、エディットモード編集時にも使用します。

メモリスイッチ、エディットモード編集時には、“メモリスイッチ、エディットモード編集操

作”を参照下さい。 

注注注注)SHOT)SHOT)SHOT)SHOT----702702702702/PGC/PGC/PGC/PGC----04040404----UUUU/HSC/HSC/HSC/HSC----103103103103 では、メモリスイッチ、エディットモード編集操作はありません。では、メモリスイッチ、エディットモード編集操作はありません。では、メモリスイッチ、エディットモード編集操作はありません。では、メモリスイッチ、エディットモード編集操作はありません。    

⑩CLEAR ボタン 

固定パルス設定時に編集パルスを修正する際に使用します。 

ボタンを押すことにより、設定値を 0 クリアします。 

⑪テンキー(0～9) 

固定パルス設定時にパルス数を入力する際に使用します。 

入力可能範囲は 99999999 パルスとなります。 

 固定パルス動作時の場合は、1～6 にて固定パルス選択を行います。 

例)固定パルス動作時に、テンキー2を押した場合、固定パルス設定 2 のパルスを出力できます。 
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⑫、⑬X軸操作ボタン、Y軸操作ボタン 

 X 軸または Y軸のステージ操作を行えます。 

 JOG 動作設定時には、コントローラの設定速度にて動作を行います。JOG 動作時にはボタンを連続して押

し続けるとステージは連続して動作し、ボタンを放すとステージは停止します。固定パルス設定時には、

固定パルス動作を行います。固定パルス動作時には、ボタンを押すたびに固定パルスを出力します。 

⑭STOP ボタン 

 ステージを緊急停止します。  

⑮MODE ボタン＋SET ボタン 

 SHOT-302GS/304GS の動作モードが Manual モードの際に、メモリスイッチの編集へ移行します。 

 メモリスイッチ内容詳細については、SHOT-302GS/304GS コントローラの取扱説明書を参照ください。 

 注)SHOT-702/PGC-04-U/HSC-103 では、メモリスイッチ編集操作はありません。 

⑯JOG/Pulse ボタン＋MODE ボタン 

 固定パルス設定編集へ移行します。 

 固定パルス設定については、次項の固定パルス設定を参照ください。 

 

2222----3333、固定パルス設定、固定パルス設定、固定パルス設定、固定パルス設定    

 JB-400 では“JOG 動作”と“固定パルス動作”が可能です。 

 固定パルス動作では、設定した固定パルスづつステージを動作させることができます。 

 固定パルス設定を行うには、以下の手順にて設定を行ってください。 

 固定パルスは 1～6 の 6種類設定可能です。 

 固定パルスについては、購入時(初期設定値)は以下のパルスになっております。 

 Fixed Pulse1：10、Fixed Pulse2：100、Fixed Pulse3：1000、Fixed Pulse4：2000、 

Fixed Pulse5：5000、Fixed Pulse6：10000 

設定変更後は、変更したパルスが保存記憶されます。 

 

  

                

 F i x e d  P u l s e 1    

           1 0    

                

                                                  Fig.2-1 固定パルス設定画面 

 

  

                

 F i x e d  P u l s e 2    

          1 0 0    

                

                        Fig.2-2 固定パルス設定画面 

 

①JOG/Pulse ボタンと MODE ボタンを同時に押してください。 

 右記のような固定パルス設定画面に移ります。 

②固定パルス数の設定はテンキー(0～9)を使用します。 

③②にて、数値入力が完了し終わった際に、“SET ボタン”を

押すと、編集完了となります。また、固定パルス数入力を

クリアしたい場合は、“CLEAR ボタン”を押してください。0

クリアされます。 

④固定パルス設定 1～6の変更は、SPEED ボタンを押します。 

 ボタンを押す毎に 1⇒2⇒3⇒4⇒5⇒6⇒1・・・と変化します。 

 Fig.2-1の画面の際にSPEEDボタンを押すと固定パルス設定 

2 になり Fig.2-2 のような設定画面に移ります。 

⑤②、③にて同様の設定をして、固定パルスを設定します。 

⑥SET ボタンを押すと編集完了になり、通常画面へ戻ります。 
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2222----4444、メモリスイッチ、エディットモード編集操作、メモリスイッチ、エディットモード編集操作、メモリスイッチ、エディットモード編集操作、メモリスイッチ、エディットモード編集操作    

 JB-400 では SHOT-302GS/304GS のメモリスイッチの編集/内部プログラムの編集が可能です。 

 メモリスイッチの編集/エディットモードの編集の際は、各ボタンは下表に示す機能が割り当

てられています。 

 (*メモリスイッチの詳細、エディットモードの詳細については、SHOT-302GS/304GS の取扱説

明書を参照ください。) 

 注注注注)SHOT)SHOT)SHOT)SHOT----702702702702/PGC/PGC/PGC/PGC----04040404----UUUU/HSC/HSC/HSC/HSC----103103103103 では、メモリスイッチ、エディットモード編集操作はありません。では、メモリスイッチ、エディットモード編集操作はありません。では、メモリスイッチ、エディットモード編集操作はありません。では、メモリスイッチ、エディットモード編集操作はありません。    

    

①メモリスイッチ編集 

  メモリスイッチ編集は、SHOT-302GS/304GS の動作モードが Manualモードの際に“MODE ボタ

ン”と“SET ボタン”を押すことにより、編集画面へ移ります。 メモリスイッチ編集時のボ

タン操作については、下記表を参照してください。 

ボタン名称 機能 

＋X 変更内容数値 変更カーソル右桁へ 

－X 変更内容数値 変更カーソル左桁へ 

＋Y 設定項目切替(No.2⇒1⇒86⇒85) 

－Y  設定項目切替(No.85⇒86⇒1⇒2) 

SET  ①設定内容変更(数値の場合増加) 

②設定完了時、変更データを登録終了 

SPEED  ①設定内容変更(数値の場合減少) 

②設定完了時、変更データを破棄終了 

MODE  ①設定完了画面へ移行 

②設定完了時、終了キャンセル編集へ 

ResetX＋ORGX＋CLEAR メモリスイッチ初期化 

  注注注注))))メモリスイッチ編集時には、動作モードをメモリスイッチ編集時には、動作モードをメモリスイッチ編集時には、動作モードをメモリスイッチ編集時には、動作モードを JOGJOGJOGJOG 動作モードに設定してください。動作モードに設定してください。動作モードに設定してください。動作モードに設定してください。        

(JOG LED(JOG LED(JOG LED(JOG LED が点灯している状態が点灯している状態が点灯している状態が点灯している状態))))        

固定パルス動作モードの場合、編集ができません。固定パルス動作モードの場合、編集ができません。固定パルス動作モードの場合、編集ができません。固定パルス動作モードの場合、編集ができません。    
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 ②エディットモード編集 

  エディットモード編集は、SHOT-302GS/304GS の動作モードが Edit モードの際に“SET ボタ

ン”を押すことにより、プログラム No.選択画面に移ります。プログラム No.の切り替え

は、”+Y ボタン”,”-Y ボタン”で切り替えを行います。編集を行いたいプログラム No.に

て“SET ボタン”を押すことにより、編集画面に移ります。 

エディットモード編集時のボタン操作については、下記表を参照してください。 

ボタン名称 機能 

＋X  変更カーソル右へ移動 

－X  変更カーソル左へ移動 

＋Y  プログラムライン No.移動(No.3⇒2⇒1) 

－Y  プログラムライン No.移動(No.1⇒2⇒3) 

SET  ①設定内容変更(数値の場合増加) 

②設定完了時、変更データを登録終了 

SPEED  ①設定内容変更(数値の場合減少) 

②設定完了時、変更データを破棄終了 

MODE  ①設定完了画面へ移行 

③ 設定完了時、終了キャンセル編集へ 

  注注注注))))エディットモードエディットモードエディットモードエディットモード編集時には、動作モードを編集時には、動作モードを編集時には、動作モードを編集時には、動作モードを JOGJOGJOGJOG 動作モードに設定してください。動作モードに設定してください。動作モードに設定してください。動作モードに設定してください。    

(JOG LED(JOG LED(JOG LED(JOG LED が点灯している状態が点灯している状態が点灯している状態が点灯している状態))))        

固定パルス動作モードの場合、編集ができません。固定パルス動作モードの場合、編集ができません。固定パルス動作モードの場合、編集ができません。固定パルス動作モードの場合、編集ができません。    
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ⅢⅢⅢⅢ    仕様仕様仕様仕様    

 

3333----1111、一般仕様、一般仕様、一般仕様、一般仕様    

 入力電源  コントローラから供給される 

 動作温度  5～40℃ 

 保存温度  -20～60℃ 

 周囲湿度  20～80%RH (結露なきこと) 

 外形寸法  178W×195D×38H (突起物を除く) 

 重量   約 700g 

 静電ノイズ  EN61000-4-2(2009) レベル 2 

 

3333----2222、コネクタピン番号と信号、コネクタピン番号と信号、コネクタピン番号と信号、コネクタピン番号と信号    

ピン番号 信号 ピン番号 信号 

1 SG 8 SG 

2 +5V 9 +5V 

3 TXD+ 10 TXD- 

4 RXD+ 11 RXD- 

5 STOP 12 CONNECT- 

6 - 13  

7 - 14  

 

3333----3333、外観寸法図、外観寸法図、外観寸法図、外観寸法図    
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SIGMAKOKI CO., LTD.SIGMAKOKI CO., LTD.SIGMAKOKI CO., LTD.SIGMAKOKI CO., LTD.    

 

http://www.global-optosigma.com 
 

東京本社営業部東京本社営業部東京本社営業部東京本社営業部 〒130-0021 東京都墨田区 1-19-9 

 TEL：03-5638-6551 FAX：03-5638-6550 E-mail：sales@sigma-koki.com 

大阪支店大阪支店大阪支店大阪支店  〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-9-28 

 TEL：06-6307-4835 FAX：06-6307-4834 E-mail：sales.osaka@sigma-koki.com 

九州営業所九州営業所九州営業所九州営業所 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町 3-17 

     フェイズイン博多ビル 4F 

 TEL：092-481-4300 FAX：092-481-4310 E-mail：sales.kyushu@sigma-koki.com 

 

技術センター技術センター技術センター技術センター 〒924-0838 石川県白山市八束穂 1-1 
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