
SMD3 ステッパーモータドライバー 
単軸バイポーラステッピングモーターコントローラー 

 
 
The SMD3 Stepper Motor Drive is a single-axis bipolar stepper motor 
driver that is engineered to drive vacuum-compatible stepper motors 
with maximum performance and minimal heat. It is optimised for use 
with AML UHV-compatible motors. 
 
Powerful software is supplied with the SMD3 that enables 
you to control and configure multiple SMD3 devices 
simultaneously, in a single user-friendly graphical 
interface. 
 
 
 

Single-channel UHV stepper motor driver 
optimised for vacuum use, ideally suited for 
use with our range of UHV stepper motors 

Advanced low-power drive techniques for 
minimum motor temperature rise, minimum 
outgassing and maximum operating time 

Holding torque can be controlled 
independently of dynamic torque under 
program control, to reduce power 

Up to 256x micro-step resolution (stops on 
full-step positions only, micro-stepping used 
for control of resonance and smoother step 
transition) 

Continuous monitoring of motor temperature 
with automatic shutdown if motor 
temperature exceeds tolerable levels 

Current adjustable from 0 A to 1 A RMS in 
approx. 30 mA steps, with dynamic set-points 
for acceleration, running and hold currents 

2 x configurable limit inputs with homing 
functionality 

Opto-coupled step, direction and enable 
interface 

Control via USB 

Comprehensive configuration and control 
software supplied, or interface to your own 
application. C# API is available 
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操作モード 

USB リモート制御 
PC 

 
 
Accepts commands from host PC or PLC; 
powerful software supplied, control and configure
multiple axes at once 

■ 

 
 
 
■ 

 
 
 
■ 

 
 
 
■ 

 
 
 
 
■ 

 
 
 
■ 

 
 
 
■ 

 
 
■ 

 
 
■ 

 
■ 

Opto-isolated step, direction enable; configurable 
rising or rising/falling edge; up to 256x interpolation 

3rd Party Controller 

Switch Stop/Start, Direction 

ステップと方向 

 
 

S

D

ステップと方向がトリガーされます 

 
 

S 

D 

Start/stop using step signal, CW/CCW according to 
direction signal; configurable velocity profile 

 
ジョイスティック 
 
 
 
 
Ideal for basic movement during commissioning; 
press for one step, press and hold for slew; 
latching mode option 
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SMD3 ステッピングモータードライブは、最大のパフォーマンスと最小の熱で
真空互換のステッピングモーターを駆動するように設計された単軸バイポーラ
ステッピングモータードライバーです。 AMLUHV 互換モーターでの使用に最
適化されています。 
 

強力なソフトウェアが SMD3 に付属しており、単一のユーザ
ーフレンドリーなグラフィカルインターフェイスで複数の
SMD3 デバイスを同時に制御および構成できます。 

真空用に最適化されたシングルチャンネル UHV ステッピ
ングモータードライバー。当社のさまざまな UHV ステッピ
ングモーターでの使用に最適です。 

モーターの温度上昇を最小限に抑え、ガス放出を最小限に抑
え、動作時間を最大化するための高度な低電力駆動技術 

保持トルクは、プログラム制御下で動的トルクとは独立して
制御できるため、電力を削減できます。 

最大 256 倍のマイクロステップ分解能（フルステッ
プ位置でのみ停止、共振の制御とスムーズなステッ
プ遷移に使用されるマイクロステッピング） 

モーター温度が許容レベルを超えた場合の自動シャ
ットダウンによるモーター温度の継続的な監視 

電流は約 0A から 1ARMS まで調整可能です。 30 mA
ステップ、加速、実行、および保持電流の動的設定
値 

ホーミング機能を備えた 2 つの構成可能な制限入力 

ステップ、方向、およびイネーブルインターフェイ
ス（フォトカプラインターフェース） 

USB 経由に操作 

提供される包括的な構成および制御ソフトウェア、また
は独自のアプリケーションへのインターフェース。 C＃
API が利用可能です 

ホスト PC または PLC からのコマンドを受け入れます。 
強力なソフトウェアが提供され、一度に複数の軸を制御および
構成します 

光絶縁ステップ、方向有効化; 構成可能な立ち上がりエッジまたは
立ち上がり/立ち下がりエッジ。 最大 256 倍の補間 

ステップ信号、方向信号に応じた CW / CCW を使用して開始/停止
します。 設定可能な速度プロファイル 

試運転中の基本的な動きに最適です。 押して 1 ステップ、
押し続けてスルーします。 ラッチモードオプション 



仕様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOFTWARE & SCRIPTING 

Included with the SMD3 is a powerful software 
package that allows you to easily configure and 
control multiple SMD3 devices simultaneously. 
 
View or modify the configuration of attatched SMD3 
devices using the straightforward graphical user 
interface. Key figures including motor temperature, 
position and current are displayed on the device 
status window. Configure device options such as 
operation mode, motor currents and limits using the 
device properties window. Once configured, the 
SMD3 can be operated standalone, without needing 
to be connected to a PC. 
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リミット 

数量 2 

互換性のあるスイ
ッチタイプ 

Mechanical NO or NC (polarity 
selectable) 

 
保護 

Withstands continuous short to 12 V 
maximum 

その他 Source current < 1 mA 

モータ温度測定 

 
タイプ 

Selectable PT100 RTD or K-Type 
thermocouple 

範囲 -200°C～ 240°C 

精度 ±5% 
 

不具合検出 RTD: Open and short-circuit 
Thermocouple: Open circuit only 

SDE (ステップ、方向を有効) インターフェース 

タイプ Optocoupled, bi-directional LED 

Levels 3.3 Vdc to 5 Vdc maximum 

最高周波数 
 

2 MHz at 50% duty 

ジョイスティック 

接続 Front panel mounted 4P4C jack 
 

入力タイプ 
Active low, short to ground to activate 
function 

 
その他 

Open circuit voltage 3.3 V, source 
current < 3.5 mA 

ソフトウェア 

Compatibility Windows 7 又はそれ以降 

一般的仕様 

 
インターフェース 

USB Type-C (appears as virtual COM 
port on PC) 

サイズ 180 mm x 105 mm x 26 mm 

重量 0.6 kg 

保護等級 IP 20 

 
温度範囲 

Operation 10°C to 60°C, 
Storage -10°C to 85°C 

 
電源 

External 15 Vdc to 67 Vdc power 
supply required 

消費電力 28 W maximum 

モータ 

 
適応タイプ 

2 phase bipolar stepper motor with 4 
leads 

 
相電流 

Up to 1 A RMS, adjustable in 30 mA 
steps 

ソース電圧 電源電圧, 最大 67 Vdc  

分解能 8, 16, 32, 64, 128, 256 micro-stepping 

保護 Short to ground and phase to phase 
 

操作モード 

 
• Remote, via USB interface 
• SDE interface using an external motion controller 
• Trigger movement via SDE interface 
• Joystick 
• Bake 
• Homing (drive to limit switches) 

SMD3 には、複数の SMD3 デバイスを同時に簡単に構成お
よび制御できる強力なソフトウェアパッケージが含まれて
います。 

わかりやすいグラフィカルユーザーインターフェイスを使
用して、接続された SMD3 デバイスの構成を表示または変
更します。 モーターの温度、位置、電流などのキー数値が
デバイスステータスウィンドウに表示されます。 デバイス
のプロパティウィンドウを使用して、動作モード、モータ
ー電流、制限などのデバイスオプションを構成します。 一
度設定すると、SMD3 は PC に接続しなくてもスタンドアロ
ンで操作できます。 

 
• リモート操作、USB インターフェース経由 
• 外部モーションコントローラーを使用した SDE インターフ

ェース 
• SDE インターフェースを介したトリガー移動 
• ジョイスティック 
• ベーキング 
• ホーミング（リミットスイッチ迄動作） 

USB タイプ-C  (PC では仮想 COM ポー
トとして表示されます） 

操作温度範囲：10~60℃ 
保存温度範囲：-10℃～85℃ 

外部より 15Vdc ～67Vdc 電源供給が
必要 

最大 28W 

4 本のリード線を備えた 2 相バイポー
ラステッピングモーター 

最大 1A RMS、30mA ステップで調整
可能 

供給電圧として、最大 67 Vdc 

相同士でアースに短絡、 

機械的 NO または NC（極性選択
可能） 

最大 12V までの連続短絡に耐えます 

ソース電流< 1 mA 

PT100RTD または K タイプ熱電対 
が選択可能 

RTD：開回路と短絡回路 
熱電対：開回路の 

オプトカプラー、双方向 LED 

最大 3.3Vdc～5 Vdc 

50％デューティで 2 MHz 

正面パネルに取付用 4P4C ジャック 

アクティブロー、機能をアクティブに
するためにアースに短絡 

開回路電圧 3.3V、ソース電流<3.5 mA 

互換性 



ソフトウェアとスクリプティングの続き 
 
 

Movements can be commanded with the click of a button, using the device 
controller window; easily toggle between velocity and absolute or relative 
positioning modes. Sequences can be programmed and executed on multiple 
connected SMD3 devices using the user-friendly scripting editor. 

 
 
 
Manage multiple SMD3 devices. Custom labels can be assigned to each device, for 
example, the different axes of a gonionometer can be referenced (e.g. ‘Base X’, 
‘Base Y’, ‘Tilt #1’, Sample Rotate”). Devices can be added and removed from a 
project easily. Connected devices are automatically recognised by the connection 
wizard. 

 
The SMD3 software includes an easy to use script editor, that allows for 
sequences to be programmed and executed on multiple connected SMD3 
devices, as well as system level operations such as adding and removing SMD3 
devices from the project. 

 
The scripting language used is JavaScript; this is powerful, easy to use and 
extensively documented. A global ‘smd’ object is made available from which 
you perform all interactions with the SMD3s. Type ‘smd.’ and an auto 
completion popup appears, showing all available commands, as well as help 
documentation for each. Press the enter key to select an option, then provide 
any arguments required. 

 
Projects and scripts can be saved to file; quickly reconfigure the system by loading different projects. The 
default layout of the software is shown below. Panels can be dragged and repositioned. The position of 
windows and panels is saved within the project file. 

 
Toolbar 
Buttons for common management actions, such 
as load and save project, emergency motor stop. 
Open windows to display in the 'System work 
area', such as a 'Controller' window, which lets 
you command motor movements. 

 
 

Project explorer 
Add, remove, and select SMD3 devices. 

System work area 
Status and controller windows for each 
device will appear here. 

Use the right click context menu available 
on each device in the 'Project explorer', or 
use the buttons in the toolbar to open device 
status and controller windows. 

 
 
 
 
 
The fully-featured version of our SMD3 software is free to download from our website. 
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Project explorer 

My_Project 

COM4: Base X 

COM5: Base Y 

COM6: Tilt #1 

COM7: Sample Rotate

access additional functions, for
example open a status window for the 

device.

 
Device properties

View and edit configuration for device(s) 
selected in the 'Project explorer' .

Right click on system or device to 

arunmicro.com 

デバイスコントローラウィンドウを使用して、ボタンをクリックするだけで移動を指示
できます。 速度モードと絶対または相対位置決めモードを簡単に切り替えることができ
ます。 シーケンスは、ユーザーフレンドリーなスクリプトエディターを使用して、接続
された複数の SMD3 デバイスでプログラムおよび実行できます。 

複数の SMD3 デバイスを管理します。 カスタムラベルを各デバイスに割り当てることができ
ます。たとえば、ゴニオメーターのさまざまな軸を参照できます（たとえば、「ベース X」、
「ベース Y」、「傾斜＃1」、サンプル回転」）。 デバイスはプロジェクトに簡単に追加した
り、プロジェクトから削除したりできます。 接続されたデバイスは、接続ウィザードによって
自動的に認識されます。 

SMD3 ソフトウェアには、接続された複数の SMD3 デバイスでシーケンスをプログラムお
よび実行できる、使いやすいスクリプトエディターが含まれています。また、プロジェク
トからの SMD3 デバイスの追加や削除などのシステムレベルの操作も可能です。 

使用されるスクリプト言語は JavaScript です。 これは強力で使いやすく、広範囲にわたって
文書化されています。 グローバルな「smd」オブジェクトが利用可能になり、そこから SMD3
とのすべての対話を実行します。 「smd」と入力すると、オートコンプリートポップアップ
が表示され、使用可能なすべてのコマンドと、それぞれのヘルプドキュメントが表示され
ます。 Enter キーを押してオプションを選択し、必要な引数を入力します。 

プロジェクトとスクリプトはファイルに保存できます。 さまざまなプロジェクトをロードして、システムをすばやく再構成
します。 ソフトウェアのデフォルトのレイアウトを以下に示します。 パネルはドラッグして再配置できます。 ウィンドウと
パネルの位置は、プロジェクトファイル内に保存されます。 

ツールバー 
プロジェクトのロードと保存、緊急モーター停止などの一般的
な管理アクションのボタン。 
モーターの動きを命令できる「コントローラー」ウィンドウな
ど、「システム作業領域」に表示するウィンドウを開きます。 

デバイスのプロパティ 
「プロジェクトエクスプローラー」で選択し
たデバイスの構成を表示および編集します 

プロジェクトエクスプローラー 
SMD3 デバイスを追加、削除、および選択します 

システムまたはデバイスを右クリックして、
追加機能にアクセスします。たとえば、デバ
イスのステータスウィンドウを開きます。 

システム作業領域 
各デバイスのステータスウィンドウとコント
ローラーウィンドウがここに表示されます。 

「プロジェクトエクスプローラー」の各デバ
イスで使用可能な右クリックコンテキストメ
ニューを使用するか、ツールバーのボタンを
使用してデバイスステータスとコントローラ
ーウィンドウを開きます 

当社の SMD3 ソフトウェアのフル機能バージョンは、当社の Web サイトから無料でダウンロードできます。 



機械的データ 

注記 
全ての寸法はミリ単位です。 

X6 

 
SMD3 
Bipolar stepper motor drive 

170 

 
 
 

Arun Microelectronics Ltd. 
Pulborough, RH20 1NN 
United Kingdom 

www.arunmicro.com 

S/N 

15 - 67 VDC W Max 

 
 

7 0  1 6  1 0 6  

 
26 

 
 
 

 

付属品 AML supplies a range of ultra-high vacuum compatible stepper motors, specifically designed for 
maximum performance and minumum heat. A joystick and power supply is available to use in conjunction with 
the SMD3 Stepper Motor Drive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Power Supply 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AML pursues a policy of continuous improvement and reserves the right 
to make detail changes to specifications without consultation. E and OE. 

arunmicro.com 

180 

GND 
A1 
A2 
B1 
B2 

 
GND 
V+ 

X5

 
X4

GND 
RTD B2 
RTD B1 
RTD A (GND) 
Limit 1 
Limit 2 

X3
Fault 
Fault Reset 
SDE COM 
Step Direction 
Enable 

UHV Stepper Motors Joystick

 
ご注文情報 
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Arun Microelectronics Ltd. 
Unit 2, Bury Mill Farm Bury 
Gate 
PULBOROUGH 
RH20 1NN 
United Kingdom 

 
Tel: +44 (0)1903 884141 
Email: sales@arunmicro.com 

注文コード 

SMD3 ステッパーモータドライブ（コントローラ＆ドライバ） 
 

関連商品 

SMD3JOY Joystick 

SPSU48V 48 Vdc, 60 W Power Supply 

MLF18F Feedthrough. 18-way NW70CF 

MLF18AC Air-side bakeable connector, 18-way 

MLF18SMD3 Lead, Feedthrough to SMD3 

X2

 
 

X1

⎓ 28 

付属品 AML は、最大の性能と最小の熱を実現するように特別に設計された、一連の超高真空対応ステッピング
モーターを提供しています。 ジョイスティックと電源は、SMD3 ステッピングモータードライブと組み合わせて
使用できます。 

UHV ステッパーモータ ジョイスティック 電源パック 

 
 
 

 
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35 

OK ビル 2 階 

Tel: 03-5924-6750 Fax:03-5924-6751 

E-mail: sales@technology-l.com  

URL: http://www.technology-link.jp 

 

ジョイスティック 

電源パック 48 Vdc, 60 W 

フィードスルー、18 ウェイ NW70CF 

大気側ベーカブルコネクタ、18 ウェイ 

リード、SMD3 へのフィードスルー 

AML は継続的な改善の方針を追求し、協議なしに仕様に詳細な変更を加え
る権利を留保します。 E と OE。 


