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1. 前書き 

SMD3ステッピングモータードライバーは、単軸バイポーラステッピングモータードライバーで、AMLの真空互換ステ
ッピングモーター（VCSM）シリーズでの使用を目的としており、最小限の発熱と最大のパフォーマンスが得られます。 

強力なソフトウェアがSMD3に付属しており、単軸制御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ユニットを同時に制御および構成できます。 
 
1.1. 責任と保証 
 
エンドユーザーまたはサードパーティの場合、以下の条件での使用はAMLは責任を負わず、保証は無効になります。: 

• このドキュメントの情報を無視した場合 
• 製品を不適合な方法で使用する場合 
• 製品にあらゆる種類の変更（変更、修理作業など）を加えた場合 
• 対応する製品ドキュメントに記載されていないアクセサリを使用して製品を使用した場合 

当社は、予告なしに技術的な変更を行う権利を留保します。 数値は条件外です。 

 
 

安全と警告の通知 

警告! このドキュメントに記載されているすべての作業は、適切な技術トレーニングと必要な経験を持ってい
るか、製品のエンドユーザーから指示を受けた人のみが実行できます。 

 
機器を組み込んだシステムの安全性は、システムの組み立てご担当者の責任です。 

 
このマニュアルで指定されている方法でのみ機器を使用してください。マニュアルの指示に従わない場合は
装置の保証が損なわれる可能性があります。 

 
この情報またはその後の安全情報を無視すると、人身傷害、誤動作、または機器の恒久的な損傷につながる可
能性があります。 
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2. 
 

!



3. 技術情報 

 
 

Limits 

数量      2 

Compatible       Mechanical NO or NC (polarity 
switch types  selectable) 

Withstands continuous short to 12 V 
maximum 

 
操作時 10 °C ～ 60 °C,                 
保存時 -10 °C ～85 °C 

外部電源 15 Vdc ～ 67 Vdc 電源が必要 

 
  

 
 
 
 

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 

Levels          3.3 Vdc to 5 Vdc maximum 
ソース電圧  供給電圧として、最大67 Vdc 

分解能     8, 16 32, 64, 128, 256 マイクロステッピング 

保護      アースに短絡し、フェーズ間 

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) 
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ソフトウェア 

互換性        Windows7以降 

入力方式 
 
 
その他 

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 

オープン回路電圧3.3V、ソース電流
<3.5 mA 

ジョイスティック 

結線   フロントパネル取り付け

2 MHz @50 % デュ‐ティー 最高周波数 

SDE (ステップ, 方向, 有効) インターフェース 

タイプ フォトカプラー, 双方向検出 LED 

不具合検出 

3.1. 一般的情報 
 

一般的事項 
 
インターフェース 

USB Type-C（PCでは仮想COMポー
トとして表示されます） 

外形寸法  180 mm x 105 mm x 26 mm 

重量         0.6 kg 

保護等級    IP 20 
Protection 

Miscellaneous  ソース電流 < 1 mA 

モータ温度計測 
操作温度範囲 
 
 
電源 

 
電源消費 

 
モータ 
 
適切なタイプ 
 
相電流 

Selectable PT100 RTD or K-Type 
thermocouple 

Type 

測 定 範 囲    - 2 0 0  ° C  ～ 2 4 0  ° C

精度  ±5 % 

RTD: 短絡、断線検出                  
熱電対: 断線検出のみ 

最大 28 W  

適合スイッチタ
イプ 

機体的 NC 又は NO（極性選択可） 

保護規格 最大 12V までの連続短絡に耐える 

その他 

タイプ PT100RTD 又は K タイプ温度計選択 

レベル 最高 3.3 Vdc,~ 5 Vdc  

• リモート、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 
• ベーク 
• ホーミング（スイッチを制限するためのドライブ） 



3.2. 外径寸法 
 
すべての寸法はミリメートル単位. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. 納品項目範囲 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. アクセサリ 
 
以下の付属品はAML社よりご提供 
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数量 

1 

内容 

SMD3 

1 USB タイプ-A から USB タイプ-C ケーブル 

1 接続端子ブロック, 2-ウェイ, 3.5 mm ピッチ 

1 プラグ接続端子ブロック, 5-ウェイ, 3.5 mm ピッチ 

1 差し込み端子ブロック, 12-ウェイ, 3.5 mm ピッチ 

1 Tタイプ K 型熱電対 フリープラグ, ミニチュア 

注文コード 

SMD3JOY 

項目 

ジョイスティック 

SPSU48V 48 Vdc, 60 W 電源 

MLF18SMD3 リード線, フィードスルーからSMD3迄 



設置 

設置前情報 
 

警告! SMD3をインストールして操作する前に、このマニュアルを注意深くお読みください。 次の安全指示に従
ってください。 

 
 

有資格者 
 

警告! このドキュメントに記載されているすべての作業は、適切な技術トレーニングと必要な経験を持ってい
るか、製品のエンドユーザーから指示を受けた人のみが実行できます。 

 
適切なトレーニングと必要な経験がないと、機器の損傷や人身傷害が発生する可能性があります。 

 
 

追加の安全および警告通知 
 

危険! 電気アークの危険！ 電源が入っている間は、コネクタを抜き差ししないでください。 電源が入っている
ときにモータを抜き差しすると、ドライバーの出力段が損傷または破壊される可能性があります。 

 
 

開梱 
 
機器を受け取ったら、すべての梱包材を取り除き、納品書のすべてのアイテムが受け取られていることを確認して下さ
い。 損傷または不足があれば、機器を供給した会社または販売代理店に報告してください。 梱包材は、機器を保護する
ために特別に設計されており、将来の使用に備えて保管されることをお願いします。 
 
4.3. 機械的据え付け 
 
SMD3は、フロントパネルや下面フランジを介して任意の方向に取り付けることができます。 強制換気は必要ありませ
ん。 周囲の動作温度範囲は10°Cから60°Cです。 
 
4.4. 結線 
 
4.4.1. 裏面パネル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Power, Motor and I/O sockets use 3.5 mm pitch pluggable rewireable terminal blocks. These are suitable for 28 – 16 
AWG (1.5 mm2 max.) stranded wire. Strip insulation to approx. 6 – 7 mm before securing the wire in the terminal block. 

Connectors are supplied for X1, X2, X3 and X4. Replacement connectors are available from IMO Precision Controls, part 
number 20.1550M/X-E where ‘X’ is the number of ways. For example, the part number for the power connector pluggable 
terminal block would be 20.1550M/2-E. These are readily available from electronics distributors. 
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4. 

4.1. 

 
! 

 
4.1.1. 

 
! 

 
 
 
4.1.2. 

 
 
 
 
 
4.2. 

熱電対 モータ 

電源プラグ 

電源、モータ、および I / O ソケットは、3.5mm ピッチのプラグ接続、再配線可能な端子台を使用します。 これらには、28～16 AWG（最大 1.5 
mm2）の撚り線が適しています。 端子台にワイヤを固定する前に断熱材を約 6～7mm 剥がしてください。 

コネクタは、X1、X2、X3、および X4 用に提供されています。 交換用コネクタは、IMO Precision Controls、部品番号 20.1550M / X-E から入手
できます。ここで、「X」はウェイ（端子）の数です。 たとえば、電源コネクタのプラグ可能な端子台の部品番号は 20.1550M / 2-E になります。 
これらは、電子機器の販売業者から容易に入手できます。 



4.4.2. X1 – Power 
 
Power input for both internal logic circuits and the motor itself. 
 
The power supply must meet the following requirements: 

X1 - Power 
• 15 – 67 V DC regulated supply, 30 W minimum 

Reinforced or double insulation between mains and supply output 
 

DANGER! Danger of electric arcing! Never plug or unplug the connector 
while powered. 

 
CAUTION! In the event of reverse polarity, a short circuit will occur 
between GND and V+ through an internal power diode. Therefore, an 
external fuse must be installed in the supply line. The fuse should be sized: 

 
• Greater than the current consumption of the SMD3 when operating 

the connected motor 
• Less than the maximum current output of the power supply 
• Considering the voltage of the supply 

 
The maximum supply voltage is 67 Vdc; above which an internal diode will 
start to conduct and short V+ to GND, ultimately blowing the external line 
fuse. 

 
INFORMATION: Choice of input voltage affects motor performance; 
operating at the maximum voltage possible (67 Vdc) will maximise motor 
torque at higher speeds. 

 
X2 – モータ 

 
Motor output. Connection of the motor to the vacuum feedthrough, and vacuum 
feedthrough to the SMD3 is discussed in section 4.5. 
 
Custom motor cables must be built to the following specification to ensure 
continued compliance with EMC standards and correct function: 
 

• Four cores, comprising two twisted pairs plus screen. A foil screen plus drain 
wire is acceptable; a foil plus braid screen is better 

• The screen must be connected via as short a wire as possible to pin 1, ‘GND’, 
using insulated wire 

• Rated voltage >= 300 V rms 
• Rated current > 1.5 A rms 

 
Maximum cable length is limited by the resistance of the cores; total round trip 
cable resistance per phase should be kept to less than few ohms. Consult the cable 
manufacturers data for these details. 
 

DANGER! Danger of electric arcing! Never plug or unplug the connector 
while powered! Plugging or unplugging motor while powered may damage 
or destroy the driver output stages. 
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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.3. 

1 GND 
2 V+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X2 - Motor 

 
1 GND 
2 Phase A1 
3 Phase A2 
4 Phase B1 
5 Phase B2 

内部論理回路とモータ自体の両方の電源入力。 

電源装置は、次の要件を満たしている必要があります。 
• 15～67 V DC 安定化電源、最小 30 W 

主電源と電源出力間の強化または二重絶縁 

危険！ 電気アークの危険！ 電源が入っている間は、コネクタを抜き差ししない
でください。 

注意！ 極性が逆の場合、内部パワーダイオードを介して GND と V +の間で短絡が発生し
ます。 したがって、外部ヒューズを供給ラインに取り付ける必要があります。 ヒューズの
サイズは以下の通りです。 

• 接続されたモータを駆動電流が SMD3 の消費電流よりも大きい 

• 電源装置の最大電流出力未満 
• 電源電圧の考慮が必要 

最大供給電圧は 67Vdc です。 それを超えると、内部ダイオードが導通を開始し、V +を GND
に短絡し、最終的に外部ラインヒューズを溶断します。 

重要情報：入力電圧の選択はモータ性能に影響します。 可能な最大電圧（67 Vdc）で動
作すると、高速でモータートルクが最大になります。 

モータ出力： モータの真空フィードスルーへの接続、および SMD3 への真空フィードスルーにつ
いてはセクション 4.5 で説明します。 

特別仕様モーターケーブルは、EMC 規格への継続的な準拠と正しい機能を保証するために、次の仕
様に基づいて構築する必要があります。 

• 2 つのツイストペアとスクリーンで構成される 4 つのコア。 フォイルスクリーンとドレンワ

イヤーは許容されます。 フォイルプラスブレードスクリーンの方が優れています 
• スクリーンは、絶縁電線を使用して、できるだけ短い電線でピン 1「GND」に接続する必要

があります 
• 定格電圧> = 300 V rms 
• 定格電流> 1.5 A rms 

最大ケーブル長は、コアの抵抗によって制限されます。 相ごとの総往復ケーブル抵抗は、数オーム
未満に保つ必要があります。 これらの詳細については、ケーブルメーカーのデータを参照してくだ
さい。 

危険！ 電気アークの危険！ 電源が入っている間は、コネクタを抜き差ししないでくださ
い。 電源が入っているときにモータを抜き差しすると、ドライバーの出力段が損傷また
は破壊される可能性があります。 



4.4.4. X3 – I/O 
 
RTD 
For motors equipped with an RTD instead of a thermocouple, make the RTD 
connection here. If the RTD is not required, leave the connections open. 

X3 – I/O 
リミット 
There are two limits inputs; they can be configured to stop the motor on one or both 
limits being triggered. A limit input is triggered by shorting it to pin 1, ‘GND’, usually 
with a mechanical switch mounted on the mechanism that the motor is driving. 
Logic level signals, for example, from optical or hall effect sensors may also be used. 
 
Limit 1 applies when the motor position counter is incrementing, and limit 2 applies 
when the motor position counter is decrementing. 
 
Limits inputs include a pullup resistor. See section 5.7 for details. 
 
障害出力とリセット 
The SMD3 disables the motor under certain fault conditions, see section 5.8. When 
this happens, the open collector ‘FAULT’ output on pin 7 is set and may be used to 
signal to an external controller that the SMD3 is in a fault state. 
 
Fault states are latching; once set the fault condition must be removed and the fault 
reset before normal operation may resume using either a remote interface 
command (see CLR) or pulling the ‘RESET’ signal on pin 8 to ‘GND’. This does not 
apply to the ‘EN’ (enable) input when in step direction mode, i.e. the enable input is 
not latching, and normal operation will resume immediately on restoring the enable 
input state. See section 5.8 for details. 
 
ステップ、方向、および有効化 
The step direction enable interface is an industry standard interface allowing an 
external motion controller to generate stepping sequences, bypassing the SMD3’s 
internal motion controller. The inputs are galvanically isolated with three 
opto-isolators with bi-directional LEDs, and share a common connection, ‘SDE COM’ 
on pin 9. See section 5.2.1 for details. 
 
 
4.4.5. X4 – 熱電対 
 
The thermocouple lead for motors equipped with the standard K-Type 
thermocouple should be connected here. If using a motor equipped with an RTD, 
this connection may be left open. Be sure to select the correct sensor type, see 
section 5.5.1. 
The connection is for use with a standard IEC Miniature K-Type thermocouple plug. 
These are colour coded green for K-Type thermocouples. 
 
 
4.4.6. X5 – USB 
 
USB Type-C connection. The connection is reversible, and the plug may be inserted 
either way up. 
 
The SMD3 appears as a virtual COM port when connected to the PC. No additional 
drivers are required. Configure and control the SMD3 using the supplied SMD3 
software, a terminal program, or your own application. AML supply a C# API, 
available on our website to help customers implement their own applications faster. 
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X4 – 熱電対 
 
- T/C -+ T/C 
+ 

 
 
 
 
 
X5 – USB タイプ-C ソケット 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

GND RTD 
B2 RTD 
B1 RTD A 
LIMIT 1 / Positive 
LIMIT 2 / Negative 
FAULT 
RESET 
SDE COM 
STEP 
DIR 
EN 

熱電対の代わりに RTD を備えたモータの場合は、ここで RTD 接続を行います。 RTD
が不要な場合は、接続を開いたままにします。 

2 つの制限入力があります。 これらは、トリガーされている一方または両方の制限でモータを停止
するように構成できます。 制限入力は、通常、モータが駆動しているメカニズムに取り付けられた
機械式スイッチを使用して、ピン 1「GND」に短絡することによってトリガーされます。 例えば、
光学センサーまたはホール効果センサーからの論理レベル信号も使用することができます。 

制限 1 は、モータ位置カウンタが加算しているときに適用され、制限 2 は、モータ位置カウンタが
減算しているときに適用されます。 

制限入力にはプルアップ抵抗が含まれます。 詳細についてはセクション 5.7
を参照してください 

SMD3 は、特定の障害状態でモータを無効にします。セクション 5.8 を参照してください。 これ
が発生すると、ピン 7 のオープンコレクタ「FAULT」出力が設定され、SMD3 が障害状態にある
ことを外部コントローラに通知するために使用できます。 

障害状態はラッチしています。 一度設定すると、障害状態を取り除き、通常の動作を再開する前
に、リモートインターフェイスコマンド（CLR を参照）を使用するか、ピン 8 の「RESET」信号
を「GND」にプルすることで障害をリセットする必要があります。 これは、ステップ方向モード
の場合、つまりイネーブル入力がラッチされていない場合の「EN」（イネーブル）入力には適用
されず、イネーブル入力状態を復元するとすぐに通常の動作が再開されます。 詳細については、
セクション 5.8 を参照してください。 

ステップ方向有効化インターフェースは、SMD3 の内部モーションコントローラーをバイパスし
て、外部モーションコントローラーがステッピングシーケンスを生成できるようにする業界標準
のインターフェースです。 入力は、双方向 LED を備えた 3 つのオプトアイソレータで電気的に
絶縁され、ピン 9 の共通接続「SDECOM」を共有します。詳細については、セクション 5.2.1 を
参照してください。 

標準の K 型熱電対を備えたモータの熱電対リード線をここに接続する必要があります。 RTD を
備えたモータを使用する場合、この接続は開いたままにすることができます。 必ず正しいセン
サータイプを選択してください。セクション 5.5.1 を参照してください。 
この接続は、標準の IEC ミニチュア K タイプ熱電対プラグで使用するためのものです。 これら
は、K タイプ熱電対用に緑色に色分けされています。 

USB タイプ-C 接続。 接続はリバーシブルで、プラグはどちらの方向にも挿入できます。 

SMD3 は、PC に接続すると、仮想 COM ポートとして表示されます。 追加のドライバーは必要あ
りません。 付属の SMD3 ソフトウェア、ターミナルプログラム、または独自のアプリケーション
を使用して、SMD3 を構成および制御します。 AML は C＃API を提供しており、お客様が独自の
アプリケーションをより迅速に実装できるように、当社の Web サイトで入手できます。 



4.4.7. 正面パネル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The fault indicator flashes or remains lit if the SMD3 is in a fault state (see section 5.8 for fault indications). When a fault is 
present, motor operation is disabled. 
 
4.4.8. X6 – ジョイスティック 
 
For connection of a two-button joystick allowing basic motor control, for example, 
during commissioning. AML supply the SMD3 Joystick, part number ‘SMD3JOY’ for 
this purpose. On connection, the SMD3 automatically switches to joystick mode. 
If designing your own joystick or device to connect to this port: 

• Inputs have internal pull-ups. 
• Activate the function by shorting ‘CW’, ‘CCW’ or ‘DETECT’ to pin 1, ‘GND’. 
•   Pin 4, ‘DETECT’ is used to signal to the SMD3 that the joystick is connected 

and trigger automatic switch to joystick mode. If not required, leave the pin 
unconnected. This requires joystick mode to be manually selected. 

Logic level signals may also be used; 12 V max. 
 
4.5. モータ配線 
 
4.5.1. 概要 
 
Connecting motors inside a vacuum chamber to the SMD3 comprises two tasks: 

• Wiring the motor to a vacuum feedthrough installed in the chamber wall. 
• Wiring the vacuum feedthrough to the SMD3. 

AML supply vacuum feedthroughs, ready-made cabling, and components allowing custom cables to be easily 
manufactured. A typical setup is shown below and used for illustration throughout this section. 
 

MLF18F MLF18 CF 

MLF18AC or MLF18SMD3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION: Verify that the motor is working correctly before sealing the vacuum chamber. Rectifying 
mistakes afterwards is inconvenient. 

 
 
 
 
© Arun Microelectronics Ltd 2020. All rights reserved Page 9 of 66

X6 – ジョイスティック 
 
1 GND 
2 CW 
3 CCW 
4 検出 

SMD3 が障害状態にある場合、障害インジケータが点滅するか、点灯したままになります（障害表示についてはセクション 5.8 を参照）。  
障害が発生すると、モータの動作が無効になります。 

試運転中など、基本的なモータ制御を可能にする 2 ボタンジョイスティックの接続用。 AML は、
この目的のために SMD3 ジョイスティック（部品番号「SMD3JOY」）を提供しています。 接続時
に、SMD3 は自動的にジョイスティックモードに切り替わります。 
このポートに接続するために独自のジョイスティックまたはデバイスを設計する場合： 

• 入力には内部プルアップがあります。 
• 「CW」、「CCW」、または「DETECT」をピン 1、「GND」に短絡して機能をアクティブにし
ます。 
• ピン 4、「DETECT」は、ジョイスティックが接続されていることを SMD3 に通知し、ジョイス
ティックモードへの自動切り替えをトリガーするために使用されます。 不要な場合は、ピンを未
接続のままにします。 これには、ジョイスティックモードを手動で選択する必要があります。 

論理レベル信号も使用できます。 最大 12V 

真空チャンバー内のモータを SMD3 に接続するには、次の 2 つのタスクがあります。 

• チャンバー壁に取り付けられた真空フィードスルーにモータを配線します。 
• SMD3 への真空フィードスルーの配線。 

AML は、真空フィードスルー、既製のケーブル、およびカスタムケーブルを簡単に製造できるようにするコンポーネントを提供し
ます。 典型的なセットアップを以下に示し、このセクション全体の説明に使用します。 

情報：真空チャンバーを密閉する前に、モータが正しく機能していることを確認してください。 後で間違いを
訂正するのは不便です。 



4.5.2. リードの識別 
 
The motor leadout wires are self-coloured polyimide film-wrapped, silver-plated OFHC solid copper and each is fitted with a 
1.5 mm crimp socket terminal. They are supplied fitted with UHV compatible coloured glass beads for identification. The 
phase leadout wires are much thicker than the thermocouple leadouts. The leadout wires of each phase should be twisted 
together. 

 
Crimp terminals 

Souriau SC24ML1S31 
or TT Cannon 2 Leadout 

ワイヤ 

 
 
 
 

1. m 

 
 
Motors equipped with a Thermocouple: Motors equipped with an RTD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
If the identification beads have been removed, the wires can be identified using an inexpensive multimeter, and a magnet. 
The multimeter must be capable of measuring resistance with a resolution of about 1 ohm. 
 
熱電対のリードアウト  
The thermocouple wires are much thinner than the phase 
leads, and there are two of them. If three wires are present, 
the motor has an RTD installed, see below for details. The 
thermocouple is insulated from the rest of the motor. 
The two leads are of different material; one is made from 
Alumel, which is weakly magnetic, and the other Chromel, 
which is not. Use a magnet to find the Alumel wire, then 
connect as shown below. 

 
RTD リードアウト 
As per the thermocouple leads, but three instead of two 
leads. These must be identified by resistance; one pair of 
wires are connected at the motor end. These will measure a 
few ohms depending on cable length and are the ‘B1’ and 
‘B2’ connections, which are interchangeable. The remaining 
wire is the ‘A’ connection and should measure around 100 
ohms to either ‘B1’ or ‘B2’. 

 
フェーズリードアウト 
These are the four thicker leadouts. Identify the two motor phases by their resistance, which will be in the range of 3 to 15 
ohms, depending on the motor type. There is no electrical connection between the two phases, to the thermocouple/RTD or 
the case of the motor. Most of the resistance is in the windings of the motor and is virtually unaffected by shortening 
of the leads. Connect each phase to the appropriate drive terminals. The resistance of the wires from the feedthrough to the 
drive must be less than a few ohms. 
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リード 

A 

B1 

B2 

マークされた端末に接続されています 

A、または青色  

B1, または茶色に着色 

B2, または茶色に着色 

リード 

アルメル 

クロメル 

マークされた端末に接続されています 

アルメル, N, - (マイナス) 又は青色に着色 

クロメル, P, + (プラス) 又は茶色に着色 

モータリードアウトワイヤーは、自己着色されたポリイミドフィルムで包まれ、銀メッキされた OFHC 固体銅であり、それぞ
れに 1.5mm の圧着ソケット端子が取り付けられています。 それらは、識別のために UHV 互換の着色ガラスビーズが取り付け
られて提供されます。 相リード線は、熱電対リード線よりもはるかに太いです。 各相のリード線は撚り合わせてください。 

圧着端子 
Souriau SC24ML1S31 又は 
TT キャノン２リードアウト 

熱電対を備えたモータ

熱電対 

フェーズ 

RTD を装備したモータ 

フェーズ 

識別ビードが取り外されている場合は、安価なマルチメータと磁石を使用してワイヤを識別できます。 マルチメータは、約 1 オームの分解能
で抵抗を測定できる必要があります。 

熱電対線は相リードよりもはるかに細く、2 本あります。 3
本のワイヤが存在する場合、モータには RTD が取り付けられ
ています。詳細については、以下を参照してください。 熱電
対はモータの他の部分から絶縁されています。 
2 つのリードは異なる材質です。 1 つは弱磁性のアルメルで作
られ、もう 1 つはそうでないクロメルで作られています。 磁
石を使ってアルメル線を見つけ、下図のように接続し
ます。 

熱電対のリード線と同じですが、2 本のリード線ではなく 3 本のリー
ド線です。 これらは抵抗によって識別されなければなりません。 モ
ータ側には 1 対のワイヤが接続されています。 これらはケーブルの
長さに応じて数オームを測定し、交換可能な「B1」接続と「B2」接
続です。 残りのワイヤは「A」接続であり、「B1」または「B2」の
いずれかに対して約 100 オームを測定する必要があります。 

これらは 4 つの厚いリードアウトです。 モータのタイプに応じて、3～15 オームの範囲の抵抗で 2 つのモーターフェーズを識別します。 熱電
対/ RTD またはモータのケースへの 2 つの相の間に電気的接続はありません。 抵抗のほとんどはモータの巻線にあり、リード線の短縮による
影響はほとんどありません。 各フェーズを適切なドライブ端子に接続します。 フィードスルーからドライブまでのワイヤの抵抗は、数オーム
未満である必要があります。 



4.5.3. Note regarding reversal of rotation 
 
Upon completion of wiring, there is a 50 % probability that the direction of rotation will be reversed from the desired or 
conventional sense. To rectify this, exchange the connections to one of the phases. For example, locate the Phase A + and 
Phase A – connections, and swap them around. This can be done on air or vacuum side while the chamber is still open. 
 
4.5.4. モータを真空フィードスルーに配線する 
 
The MLF18F feedthrough has 18 x 1.5 mm gold-plated feedthrough pins and is suitable for up to three motors fitted with 
thermocouples or up to two motors fitted with 3-wire RTDs. An internal bakeable connector, MLF18VCF, is available into 
which the crimp terminals on the motor leads are inserted. This significantly reduces the risk of short-circuits and makes 
the installation more convenient. 
 
Using the MLF18F feedthrough and MLF18VCF Alternatively, plug crimps directly onto the vacuum 
side connector: feedthrough pins of the MLF18F: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mating side identified by dot. Motor lead terminals 
should be inserted in the other side. 
 
 MLF18VCFの標準ピン配置 
The illustration below shows the view into the non-mating side of the connector, into which the motor leads should be 
inserted, as shown below. 
 

Lack of dot indicates non-mating side. 
Insert terminals from this side. 

 
フェーズ A2 灰色               3 9 

フェーズ B1 黒色     2 8 

フェーズ B2 白色    4 10 

熱電対 +     茶色     5 11 

熱電対 -  青色     6 12 

RTD A          青色              13 16 

RTD B1         茶色    14 17 

RTD B2         茶色    15 18 

 
 
Using other feedthroughs 
AML stepper motors can be ordered with either a K-Type thermocouple, or 3-wire PT100 RTD. The former requires 6 pins, 
and the latter 7 pins. 
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結線      カラー    モータ 1 モータ 2 

フェーズ A1 緑色  1 7 

配線が完了すると、50％の確率で回転方向が目的または従来の方向から逆になります。 これを修正するには、いずれ
かのフェーズへの接続を交換します。 たとえば、フェーズ A +接続とフェーズ A– 接続を見つけて、それらを交換しま
す。 これは、チャンバーがまだ開いている間に空気側または真空側で行うことができます。 

MLF18F フィードスルーには、18 x 1.5 mm の金メッキフィードスルーピンがあり、熱電対を備えた最大 3 つのモータ、または 3
線式 RTD を備えた最大 2 つのモータに適しています。 モーターリードの圧着端子が挿入される内部ベーカブルコネクタ
MLF18VCF が利用可能です。 これにより、短絡のリスクが大幅に減少し、設置がより便利になります。 

回転の反転に関する注意 

MLF18F フィードスルーと MLF18VCF サイドコ
ネクタの使用： 

または、クランプを MLF18F の真空フィードスルーピンに直接
接続します。 

ドットで識別される嵌合側。 モーターリード端子は反
対側に挿入する必要があります。 

次の図は、以下に示すように、モータのリード線を挿入する必要があるコネクタの非嵌合側の図を示しています。 

他のフィードスルーの使用  
AML ステッピングモーターは、K タイプ熱電対または 3 線式 PT100RTD のいずれかと一緒に注文できます。 前者は
6 ピン、後者は 7 ピンが必要です。 

 

ドットが無い方が、非嵌合側を示しま
す。 手前から端子を挿入してください。 



When using motors installed with a thermocouple, it is not necessary to use a thermocouple vacuum feedthrough or 
extension wires, as the error introduced by incompatible feedthrough material is usually less than 5 °C and the 
temperature measurement is not required to be very precise. 

Preparation of motor leadouts for connection to other feedthroughs 
If making custom terminations for the motor leads, the installed crimps must be 
removed, and the wire ends stripped of insulation. Standard motors are fitted 
with Polyimide film-wrapped leads (illustrated right), and radiation-hard motors 
are fitted with polyimide enamelled leads. 

Polyimide is strong, flexible and abrasion-resistant and therefore difficult to strip. 
The simplest method of stripping polyimide film is to cut a ring with a sharp knife 
and withdraw the cylinder of insulation over the end of the wire. 

Be careful not to mark the conductor surface with the knife. Strip the enamelled 
radiation-hard leads by scraping with a sharp knife. Either type of lead may be 
stripped with a suitable high-speed rotary stripper. Do not use a thermal stripper. 

 
4.5.5. Wiring between drive and vacuum feedthrough 
 
AML supply the MLF18SMD3 lead for use with the SMD3 and MLF18F feedthrough. It allows connection of up to two drives 
and motors installed in one vacuum chamber. Alternatively, AML supply the MLF18AC; which can be used to make custom 
leads to mate with the MLF18F feedthrough. This is supplied with a kit that includes the crimps and a grounding lead 
attached to the connector shell, as well as instructions for their use. The SMD3 is supplied with a kit of matching 
connectors. 
 
Leads between the MLF18AC and SMD3 should be assembled according to the following guidance for safe, reliable 
operation and continued compliance with EMC standards. 

Cable requirements 
• Quantity of cores as required; (one motor requires 6 cores when fitted with a thermocouple, or 7 if fitted with an 

RTD). The cable must be screened. A foil screen plus drain wire is acceptable; a foil plus braid screen is better. 
• The screen must be connected via as short a wire as possible to pin 1, ‘GND’ of the motor connector, using insulated 

wire. 
• Rated voltage >= 300 V rms 
• Rated current > 1.5 A rms 
• Cable cores must be twisted together in pairs, using one pair per phase, one pair for the thermocouple, and a group 

of three for the RTD. This reduces radiated emissions from the cable and improves immunity of the RTD and 
thermocouple signals to the motor. 

• Maximum cable length is limited by round trip resistance, which should be less than a few ohms. Review cable 
manufacturers data to obtain this figure. 
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熱電対が取り付けられたモータを使用する場合、互換性のないフィードスルー材料によって生じる誤差は通常 5°C
未満であり、温度測定は非常に正確である必要がないため、熱電対真空フィードスルーまたは延長ワイヤを使用
する必要はありません。 

他のフィードスルーに接続するためのモーターリードアウトの準備  
モーターリードのカスタム終端を作成する場合は、取り付けられている圧
着を取り外し、ワイヤの端の絶縁を剥がす必要があります。 標準モータ
にはポリイミドフィルムで包まれたリード線（右図）が取り付けられてお
り、耐放射線モータにはポリイミドエナメルリード線が取り付けられてい
ます。 

ポリイミドは強く、柔軟性があり、耐摩耗性があるため、剥がしにくいで
す。 ポリイミドフィルムを剥がす最も簡単な方法は、鋭利なナイフでリ
ングを切り、ワイヤの端から絶縁シリンダーを引き抜くことです。 

導体表面にナイフで印を付けないように注意してください。 鋭利なナイ
フでこすって、エナメルを塗った耐放射線性のリード線をはがします。 ど
ちらのタイプの鉛も、適切な高速ロータリーストリッパーでストリッピン
グできます。 サーマルストリッパーは使用しないでください。 

AML は、SMD3 および MLF18F フィードスルーで使用する MLF18SMD3 リードを提供します。 これにより、1 つ
の真空チャンバーに取り付けられた最大 2 つのドライブとモータを接続できます。 あるいは、AML は MLF18AC
を供給します。 これを使用して、MLF18F フィードスルーと結合するカスタムリードを作成できます。 これには、
コネクタシェルに取り付けられたクリンプと接地リード、およびそれらの使用説明書が含まれているキットが付
属しています。 SMD3 には、対応するコネクタのキットが付属しています。 

MLF18AC と SMD3 の間のリード線は、安全で信頼性の高い操作と EMC 規格への継続的な準拠のために、次のガ
イダンスに従って組み立てる必要があります。 

ケーブル要件 
• 必要に応じたコアの数。 （1 つのモータには、熱電対が取り付けられている場合は 6 コア、RTD が取り付けら

れている場合は 7 コアが必要です）。 ケーブルはスクリーニングする必要があります。 ホイルスクリーンとド
レンワイヤーは許容されます。 フォイルプラスブレードスクリーンの方が優れています。 

• スクリーンは、絶縁電線を使用して、モーターコネクタのピン 1「GND」にできるだけ短い電線で接続する必要
があります。 

• 定格電圧> = 300 V rms 
• 定格電流> 1.5 A rms 
• ケーブルコアは、相ごとに 1 ペア、熱電対用に 1 ペア、RTD 用に 3 つのグループを使用して、ペアで撚り合わ

せる必要があります。 これにより、ケーブルからの放射エミッションが減少し、RTD および熱電対信号のモー
タに対する耐性が向上します。 

• 最大ケーブル長は、往復抵抗によって制限されます。これは、数オーム未満である必要があります。 この図を
取得するには、ケーブルメーカーのデータを確認してください。 

ポリイミド絶縁材 銅線 

識別ビーズ 

ドライブと真空フィードスルー間の配線 



Wiring up to the MLF18AC airside connector 
The MLF18AC is supplied with comprehensive instructions detailing correct usage of the connector. The pinout to match 
with the standard MLF18F + MLF18VCF pinning described in section 4.5 is shown below. Note that the illustration shows 
the MLF18AC looking into the non-mating side of the connector, i.e. the side into which crimps are inserted. 
 

Looking into the non-mating face of the MLF18AC, into 
which crimps are inserted 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiring up to the SMD3 

• The cable shield must be connected to X2 (Motor connector), pin 1, GND, as described in the ‘Cable requirements’ 
section above. 

 
• Wire the motors leads to X2 (Motor connector) following the pinout shown in section 4.4.3. 

 
• For a motor installed with a thermocouple, split off the thermocouple leads close to the SMD3, keeping them twisted 

together and install in the thermocouple connector provided, following the pinout shown in section 4.4.5. 

 
• For a motor installed with an RTD, split off the three RTD leads close to the SMD3, keeping them twisted together, and 

wire into the RTD A (pin 4), RTD B1 (pin 3) and RTD B2 (pin 2) positions of X3 (I/O connector), see section 4.4.4. 
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MLF18AC エアサイドコネクタまでの配線 
MLF18AC には、コネクタの正しい使用法を詳しく説明した包括的な手順が付属しています。 セクション 4.5 で説明されている
標準の MLF18F + MLF18VCF ピン留めと一致するピン配列を以下に示します。 この図は、MLF18AC がコネクタの非嵌合側、つ
まり圧着が挿入されている側を調べていることを示していることに注意してください。 

クリンプが挿入されている MLF18AC の非嵌合面を調べて下
さい。 

SMD3 までの配線 
• 上記の「ケーブル要件」セクションで説明されているように、ケーブルシールドは X2（モーターコネクタ）、
ピン 1、GND に接続する必要があります。 
 
• セクション 4.4.3 に示すピン配列に従って、モータのリード線を X2（モーターコネクタ）に配線します。 
 
• 熱電対が取り付けられたモータの場合、SMD3 の近くで熱電対のリード線を分割し、それらをねじったままに
して、セクション 4.4.5 に示すピン配列に従って、付属の熱電対コネクタに取り付けます。 
 
• RTD が取り付けられたモータの場合、SMD3 の近くにある 3 つの RTD リードを分割し、それらをねじったまま
にして、RTD A（ピン 4）、RTD B1（ピン 3）、および RTD B2（ピン 2）の位置に配線します。 X3（I / O コネ
クタ）のセクション 4.4.4 を参照してください。 



5. 操作 

5.1. 操作開始 
 
The quickest way to get started with the SMD3, having completed wiring up according to the previous chapter is to install 
the SMD3 software on your PC (see section 6), power on the SMD3 and connect it with the USB lead to the PC. The SMD3 
software provides an intuitive and easy way to configure and evaluate the features of the SMD3 described in the remainder 
of this section. 
 
This section discusses the various operational modes and configuration options available. The SMD3 software provides 
easy access to these functions, as well as help text describing each. If communicating with the SMD3 directly, using a 
terminal program or your own software, see section 7 which lists the commands available. 
 
5.2. 操作モード 
 
There are five operating modes: 

 
リモート操作 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
All setup must be performed using the remote interface, 
including that described in this section. 

 
ステップ/方向 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Step/Direction triggered velocity 

 
 
 
 
 
 

Start/stop using step signal, Positive/negative movement 
according to direction signal; configurable velocity profile. 
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ジョイスティック 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideal for basic movement during commissioning; press 
for one step, press and hold for continuous movement; 
latching mode option. 
 
 
 
 
 
ベーキング 

 
 
 
 
 
 
 
 
Heats the motor by energising both phases and holding 
the motor stationary, regulating the current to achieve a 
setpoint temperature. Used to drive off adsorbed 
moisture in the motor. 

 
Home 

 
 
 
 
 
 
Home mode drives the motor to the positive or negative 
limit switch. 
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前の章に従って配線を完了した SMD3 の使用を開始する最も簡単な方法は、SMD3 ソフトウェアを PC にインスト
ールし（セクション 6 を参照）、SMD3 の電源を入れ、USB リードで PC に接続することです。 SMD3 ソフトウェ
アは、このセクションの残りの部分で説明する SMD3 の機能を構成および評価するための直感的で簡単な方法を提
供します。 

このセクションでは、使用可能なさまざまな動作モードと構成オプションについて説明します。 SMD3 ソフトウェ
アは、これらの機能への簡単なアクセスと、それぞれを説明するヘルプテキストを提供します。 ターミナルプログ
ラムまたは独自のソフトウェアを使用して SMD3 と直接通信する場合は、使用可能なコマンドをリストしたセクシ
ョン 7 を参照してください。 

5 つの操作モードがあります。 

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。 

このセクションで説明されているものを含め、すべ
てのセットアップはリモートインターフェイスを
使用して実行する必要があります。 

試運転中の基本的な動きに最適です。 を 1 ステップ
押し、押し続けると連続移動します。 ラッチモード
オプション。 

光絶縁されたステップと方向。 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。 

ステップ信号を使用して開始/停止、方向信号に応じ
た正/負の動き。 設定可能な速度プロファイル。 

両方の相に電力を供給し、モータを静止状態に保ち、
電流を調整して設定温度を達成することにより、モ
ータを加熱します。 モータに吸着した水分を追い出
すために使用します。 

ホームモードにて、モータが正または負のリミットス
イッチまで動作します。 

ステップ/方向トリガー速度 



INFORMATION: Mode can be changed only when the motor is not performing any movement. This can be verified 
by checking the standby flag, which is returned in a status register by the SMD3 on every communication, see 
section 7.2. The firmware prevents mode change when the standby flag is not set. 

 
In the case of Step/Direction mode, it is the responsibility of the external controller to perform any final activities, 
such as coming to a stop, before changing the mode. 

 
5.2.1. Step/Direction 
 
Motor movement is controlled by externally supplied step and direction signals. The SMD3 can be configured to step on the 
rising or rising and falling edges, which halves the step clock rate. 

Note that the external enable fault is non-latching when in step direction mode; once the external enable state is restored, 
or the external enable setting is changed to false, normal operation will resume immediately without the need to clear it. 
See also section 4.4.4. 
 

ステップ入力 方向入力 
 
 
 
 
 
 
 
Steps are generated according to the current resolution. For example, with the edge setting on rising only, and microstep 
resolution set to 128, each rising edge on the step input will generate a single 1/128th step in the positive direction. 

A step interpolation option is available; when enabled, the step input behaves as it would with the current resolution, except 
that each step input is interpolated to 256 microsteps. This is done by evaluating the rate at which steps arrive and timing 
256 microsteps within the step to step period. This gives all the benefits of microstepping at high resolution while 
minimising the input clock rate. 

The relationship between step input, resolution and actual step frequency is given below: 

 
 
 
 
 

情報:      Stopping on fractional steps 
 

There is no mechanism to prevent the motor from stopping on fractional steps as there is in all other modes. 
 

Stopping on fractional steps will result in the motor temperature rising much faster than it otherwise would and 
is generally not suitable for vacuum applications. Therefore, configure the external step generator to meet this 
criteria. 

 
 

情報:      Preparation before switching out of Step/Direction mode 
 

When changing to another mode from Step/Direction mode, ensure that any movement being commanded via 
Step/Direction interface has completed before switching. 
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                     [  ] = 

 
 

上昇 

両端 

ステップ 

立ち上がりのみ 

ステップ 

下降 ステップ  

 
 

ロー 

意味 

正方向 

ハイ 負方向 

           [  ] 

情報：モードは、モータが何の動きもしていないときにのみ変更できます。 これは、すべての通信で SMD3
によってステータスレジスタに返されるスタンバイフラグをチェックすることで確認できます。セクシ
ョン 7.2 を参照してください。 スタンバイフラグが設定されていない場合、ファームウェアはモード変
更を防止します 

ステップ/方向モードの場合、モードを変更する前に、停止するなどの最終的なアクティビティを実行す
るのは外部コントローラの責任です。 

モータの動きは、外部から供給されるステップおよび方向信号によって制御されます。 SMD3 は、立ち上がりエッ
ジまたは立ち上がりエッジと立ち下がりエッジを踏むように構成できます。これにより、ステップクロックレート
が半分になります。 
ステップ方向モードでは、外部イネーブル障害はラッチしないことに注意してください。 外部イネーブル状態が復
元されるか、外部イネーブル設定が false に変更されると、通常の操作はクリアしなくてもすぐに再開されます。 セ
クション 4.4.4 も参照してください。 

ステップは、現在の解像度に従って生成されます。 たとえば、エッジ設定が立ち上がりのみで、マイクロステッ
プ分解能が 128 に設定されている場合、ステップ入力の各立ち上がりエッジは、正の方向に 1 つの 1/128 ステップ
を生成します。 

ステップ補間オプションが利用可能です。 有効にすると、各ステップ入力が 256 マイクロステップに補間されるこ
とを除いて、ステップ入力は現在の解像度と同じように動作します。 これは、ステップが到着する速度を評価し、
ステップ間の期間内に 256 マイクロステップのタイミングをとることによって行われます。 これにより、入力クロ
ックレートを最小限に抑えながら、高解像度でのマイクロステッピングのすべての利点が得られます。 

ステップ入力、分解能、および実際のステップ周波数の関係を以下に示します。 
 
モータステップ周波数 [ ] =  入力ステップ [ ] 

分解能 

他のすべてのモードにあるように、モータが小数ステップで停止するのを防ぐメカニズムはありません。 

分数ステップで停止すると、モータの温度が他の方法よりもはるかに速く上昇するため、一般に真空アプリケーシ
ョンには適していません。 したがって、この基準を満たすように外部ステップジェネレータを構成します。 

分数ステップで停止 

ステップ/方向モードから切り替える前の準備 

ステップ/方向モードから別のモードに変更する場合は、切り替える前に、ステップ/方向インターフェースを介し
てコマンドされているすべての移動が完了していることを確認してください。 



5.2.2. ステップ/方向トリガー速度 
 
This mode works the same as joystick continuous mode (see 5.2.4), except that the positive and negative inputs that would 
normally be supplied via the joystick input are instead generated from the step and direction inputs: 
 

ステップ入力 方向入力 

 
 
 
 
 
 
5.2.3. リモート 
 
Remote mode is used to perform all aspects of configuration and may also be used to control motor movement directly. 
The easiest way to do so is using the supplied SMD3 software, which allows one or more SMD3 units to be combined into a 
system and controlled individually or as a group. This makes it easy to apply the same configuration to multiple devices, for 
example. 

Alternatively, the SMD3 may be controlled via a simple terminal application or your own software. The remote interface is 
described in section 7. 
 
5.2.4. ジョイスティック 
 
Basic motor movements may be commanded via a two-button joystick connected to front panel connector, ‘X6 – Joystick’. 
AML supply the SMD3 Joystick, part number ‘SMD3JOY’ for this purpose. On connection, the SMD3 automatically switches to 
joystick mode, and reverts to the previous mode on removal of the joystick. This behaviour can be disabled if required. 
Section 4.4.8 discusses the electrical aspects of the joystick input, including details for building a custom joystick. 

There are two joystick modes; both operate using velocity mode (see section 5.3.6 for details) in which a profile, including 
acceleration, deceleration and target frequency are programmed, then motor movement is triggered by the joystick. 

 
継続的  Motor accelerates toward target frequency on 

joystick key down. Continuing to hold the key 
down has no further effect. 

 
On releasing and pressing the same key again, the 
motor decelerates toward a stop. 

On pressing the alternate direction key, motor first 
decelerates to a stop before accelerating toward 
target frequency in the other direction. 

If the motor has not yet come to a stop, and the 
same key is pressed again, the motor will once 
more accelerate towards target frequency, as 
illustrated left. 
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上昇 

意味  

トリガーの開始/停止 

下降 動作無し 

 
 

ロー 

意味  

正方向 

ハイ 負方向 

このモードは、ジョイスティックの連続モード（5.2.4 を参照）と同じように機能しますが、通常はジョイスティックの入力を
介して供給される正と負の入力が、代わりにステップと方向の入力から生成される点が異なります。 

リモートモードは、構成のすべての機能面を実行するために使用され、モータの動きを直接制御するためにも使用できます。 こ
れを行う最も簡単な方法は、付属の SMD3 ソフトウェアを使用することです。これにより、1 つ以上の SMD3 ユニットをシステ
ムに組み合わせて、個別にまたはグループとして制御できます。 これにより、たとえば、同じ構成を複数のデバイスに簡単に
適用できます。 

または、SMD3 は、単純な端末アプリケーションまたは独自のソフトウェアを介して制御することもできます。 リモートインタ
ーフェイスについては、セクション 7 で説明します。 

基本的なモータの動きは、フロントパネルコネクタ「X6– ジョイスティック」に接続された 2 ボタンのジョイスティックを介して命令できます。 
AML は、この目的のために SMD3 ジョイスティック（部品番号「SMD3JOY」）を提供しています。 接続時に、SMD3 は自動的にジョイスティ
ックモードに切り替わり、ジョイスティックを取り外すと前のモードに戻ります。 この動作は、必要に応じて無効にすることができます。 セク
ション 4.4.8 では、カスタムジョイスティックを作成するための詳細を含め、ジョイスティック入力の電気的側面について説明します。 

2 つのジョイスティックモードがあります。 どちらも速度モード（詳細はセクション 5.3.6 を参照）を使用して動作します。このモードでは、
加速、減速、目標周波数などのプロファイルがプログラムされ、ジョイスティックによってモータの動きがトリガーされます。 

ジョイスティックのキーを押すと、モータが目標
周波数に向かって加速します。 キーを押し続けて
も、それ以上の効果はありません。 
 
同じキーを離してもう一度押すと、モータは停止
に向かって減速します。 
 
方向切り替えキーを押すと、モータは最初に減速
して停止し、その後、反対方向の目標周波数に向
かって加速します。 
 
モータまだ停止しておらず、同じキーをもう一度
押すと、左の図のように、モータはもう一度目標
周波数に向かって加速します。 

継続的パターン 

ステップ周波数（VMAX） 
 
 
ストップ周波数（VSTOP） 
スタート周波数（START） 

ボタン押し 

ボタン開放 



Single step A short button press (< 0.5 s) causes a single 
step in the commanded direction. This is useful for 
precise positioning. 

A long press (> 0.5 s) triggers acceleration toward 
the target frequency, while the button continues 
to be pressed. 

Releasing the button causes the motor to 
decelerate toward a stop. 

If the button is pressed while the motor is still 
decelerating, the motor once more accelerates 
toward target frequency for as long as the button 
is held. 

 
 
5.2.5. ベーク 
 
Bake mode regulates phase current to heat the motor to a specified setpoint temperature. The motor is held stationary. 
Before engaging bake mode, set the target bake temperature. When in bake mode, the green status indicator will flash 
briefly at intervals as a reminder that this mode is active. 
 
5.2.6. ホーム 
 
Home mode drives the motor to the positive or negative limit switch. The motor first moves toward the limit switch using 
the existing movement profile. On the limit switch being triggered, the step frequency is halved, and the motor reversed 
until the limit switch is not triggered. Finally, the motor moves toward the limit switch at a step frequency of 30 Hz until the 
limit switch is triggered. 
 

情報:  リミットスイッチの機能限界 
 

Limit switches are not latching, i.e. as soon as a limit input becomes not triggered, for example if the mechanism 
is able to first actuate a limit switch and then continue moving past it until the limit switch is no longer actuated, 
then the SMD3 will be unaware of this and will continue to drive the motor if commanded. 

 
Limits switches and cams are normally arranged such that the limit switch is triggered from the desired point up 
to and including the point at which the mechanical limit of the mechanism is encountered. 

 
5.3. 一般的な概念 
 
5.3.1. ユーザインターフェース 
 
In general, all control and configuration of the SMD3 is performed via the remote interface. The following functions and 
indications are available locally on the SMD3: 

• Basic status information, via front panel green and red indicators. Green signifies power on and normal operation, 
red a fault. See section 5.8. The green indicator also blinks briefly when the operating mode is changed. 

 
• Joystick control – plug a joystick into the front panel joystick connection, and basic movements may be performed 

according to the current configuration. See section 5.2.4. 

 
• Step/Direction interface; if in this mode, the motor may be controlled via signals supplied on the I/O port. See section 

5.2.1. 

 
• Fault output and fault reset input on ‘X3 – /O’ – An open collector fault output is set when a fault occurs. The fault 

state can be reset by pulling the fault reset pin to the ‘GND’ pin of ‘X3 – /O’. See section 5.8 for faults. 
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ボタンを短く押すと（<0.5 秒）、コマンドさ
れた方向に 1 ステップ進みます。 これは、正
確な位置決めに役立ちます。 
 
ボタンを押し続けている間、長押し（> 0.5 秒）
すると、ターゲット周波数に向かって加速が
トリガーされます。 
 
ボタンを離すと、モータは停止に向かって減
速します。 
 
モータが減速しているときにボタンを押す
と、ボタンを押している間、モータはもう一
度目標周波数に向かって加速します。 

ベークモードは、相電流を調整して、モータを指定された設定温度に加熱します。 モータは静止しています。 ベークモード
を開始する前に、目標ベーク温度を設定します。 ベークモードの場合、このモードがアクティブであることを示すために、
緑色のステータスインジケータが一定の間隔で短時間点滅します。 

ホームモードは、モータを正または負のリミットスイッチに駆動します。 モータはまず、既存の移動プロファイルを使用し
てリミットスイッチに向かって移動します。 リミットスイッチがトリガーされると、ステップ周波数が半分になり、リミッ
トスイッチがトリガーされなくなるまでモータが逆転します。 最後に、モータは、リミットスイッチがトリガーされる
まで、30Hz のステップ周波数でリミットスイッチに向かって移動します。 

リミットスイッチはラッチされていません。つまり、リミット入力がトリガーされなくなるとすぐに、たとえば、
メカニズムが最初にリミットスイッチを作動させ、次にリミットスイッチが作動しなくなるまでそれを超えて移動
し続けることができる場合、SMD3 は次のようになります。 これに気づかず、命令された場合はモータを駆動し続
けます。 

リミットスイッチとカムは通常、リミットスイッチが目的のポイントからメカニズムの機械的制限に遭
遇するポイントまでトリガーされるように配置されます。 

一般に、SMD3 のすべての制御と構成は、リモートインターフェイスを介して実行されます。 次の機能と表示は、SMD3 でロー
カルに使用できます。 

フロントパネルの緑と赤のインジケータを介した IBasic ステータス情報。 緑は電源オンと通常の動作を示し、赤は障害
を示します。 セクション 5.8 を参照してください。 動作モードが変更されると、緑色のインジケータも短時間点滅しま
す。 

ジョイスティックコントロール– ジョイスティックをフロントパネルのジョイスティック接続に接続すると、現在の構
成に従って基本的な動きを実行できます。 セクション 5.2.4 を参照してください。 

ステップ/方向インターフェース; このモードの場合、モータは I / O ポートで供給される信号を介して制御できます。 セ
クション 5.2.1 を参照してください。 

「X3–  / O」の故障出力と故障リセット入力– 故障が発生すると、オープンコレクタ故障出力が設定されます。 故障状
態は、故障リセットピンを「X3 –  / O」の「GND」ピンに引っ張ることでリセットできます。 障害についてはセクシ
ョン 5.8 を参照してください。 

シングルステップ 

ステップ周波数 
 
停止時周波数(VSTOP) 
 
発進周波数(VSTART) 

シングルステ
ップ動作発生 

目標速度まで加速し、ボタン
を離すと減速します 

ボタン押し 

ボタン開放 
＜0.5 秒 
短押し 

＞0.5 秒 
長押し 



5.3.2. 設定の永続性 
 
All changes made to the configuration via the remote interface are volatile (i.e. not retained on power cycling) unless the 
store command is executed before powering off. The AML SMD3 software warns you of this when closing the application, 
but if writing a custom application to control the SMD3, your application must handle this if settings are to be persisted. 

The SMD3 will always load the last stored settings on power on, or if the store command has not been previously used, 
defaults are loaded as per section 7.6. If settings become corrupted, for example the write endurance of the memory in 
which the settings are stored is exceeded, the SMD3 loads defaults as identified above, and a fault indication is given, see 
section 5.8. 
 

情報:  rite endurance 
 

The memory in which settings are stored has an endurance of about 1 Million write cycles. Only use the store 
command when necessary, for example, take care that your application does not perform multiple redundant 
store commands. 

 
5.3.3. モータ電流 
 
Three values may be set for motor current; acceleration current, run current and hold current. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
When the motor starts moving, acceleration current is applied immediately. When the motor stops after the deceleration, 
two additional states must be traversed before the acceleration current is reduced to hold current, first, a configurable 
delay during which acceleration current continues to be applied (called ‘standstill’ state), followed by a configurable delay 
during which acceleration current is reduced to hold current (called ‘going to standby’ state). 

Run current must be set equal to or smaller than acceleration current. This is enforced by the SMD3; if a change to run 
current makes it greater than the acceleration current, the acceleration current is automatically adjusted to be equal to 
run current. 
 
停止  
Period after motor has stopped during which acceleration current is still applied. Adjustable between about 0 and 5.57 
seconds using the ‘Power down delay’ setting [PDDEL]. Set to the minimum value suitable for your application to minimise 
heat generated. 

スタンバイへ 
Period during which acceleration current is gradually reduced to hold current. This smooth transition avoids a motor jerk 
on power down. Motor current is not continuously adjustable, instead being one of 31 discrete values from 0 to 1.044 A 
rms. Therefore, the current ramps down in steps. The step size may be set between 0 (instant power down) and 327 ms 
using the ‘Current reduction delay’ setting [IHD]. Set to the minimum value suitable for your application to minimise heat 
generated. 

The name of each setting in the following illustrations matches that used in the software. The command mnemonic, for use 
if programming the SMD3 via the remote interface (see section 7), is given in square brackets. 
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加速 

Applies when 

Motor is running but not at target frequency, i.e. during acceleration and deceleration. This allows you 
to set a higher current during acceleration (to overcome inertia of a large load, for example) and revert 
to a lower current once the load is moving, thus reducing motor power dissipation and extending run 
time. If you do not wish to use this feature, simply set acceleration current to equal run current. 

Run（走行） モータが目標周波数に達しました。. 

Hold（維持） Motor is stopped and is only necessary where the motor detent torque is not enough to prevent 
undesirable movement of the load. The cost of using hold current is increased motor temperature 
under vacuum. Therefore, where possible, mechanisms should be designed to be statically balanced, 
and the hold current should be set to 0. 

リモートインターフェイスを介して構成に加えられたすべての変更は、電源を切る前に store コマンドが実行されない限り、
揮発性です（つまり、電源を入れ直しても保持されません）。 AML SMD3 ソフトウェアは、アプリケーションを閉じるとき
にこれを警告しますが、SMD3 を制御するカスタムアプリケーションを作成する場合、設定を保持する場合は、アプリケーシ
ョンでこれを処理する必要があります。 

SMD3 は、電源投入時に常に最後に保存された設定をロードします。または、store コマンドが以前に使用されていない場合は、
セクション 7.6 に従ってデフォルトがロードされます。 設定が破損した場合、たとえば、設定が保存されているメモリの書き
込み耐久性を超えた場合、SMD3 は上記のようにデフォルトをロードし、障害表示が表示されます。セクション 5.8 を参照し
てください。 

設定が保存されているメモリの耐久性は、約 100 万回の書き込みサイクルです。 必要な場合にのみ store コマンド
を使用してください。たとえば、アプリケーションが複数の冗長な store コマンドを実行しないように注意してくだ
さい。 

モータ電流には 3 つの値を設定できます。 加速電流、運転電流、保持電流。 

モータは動作していますが、目標周波数ではありません。つまり、加速中と減速中です。 これにより、加
速時に高い電流を設定し（たとえば、大きな負荷の慣性を克服するため）、負荷が移動すると低い電流に
戻すことができるため、モータの消費電力が削減され、実行時間が長くなります。 この機能を使用したく
ない場合は、加速電流を実行電流と等しくなるように設定するだけです。 

モータは停止しており、モータの戻り止めトルクが負荷の望ましくない動きを防ぐのに十分でない場合に
のみ必要です。 保持電流を使用するコストは、真空下でモータの温度が上昇することです。 したがって、
可能な場合は、メカニズムを静的にバランスするように設計し、保持電流を 0 に設定する必要があります。 

モータが動き始めると、すぐに加速電流が流れます。 減速後にモータが停止した場合、加速電流を減らして電流を保持する
前に、2 つの追加状態をトラバースする必要があります。最初に、加速電流が適用され続ける構成可能な遅延（「停止」状態
と呼ばれます）、続いて構成可能な遅延 その間、加速電流は電流を保持するために減少します（「スタンバイ状態になる」
状態と呼ばれます）。 

運転電流は加速電流以下に設定する必要があります。 これは SMD3 によって実施されます。 運転電流を変更すると加速電流
より大きくなると、加速電流は運転電流と等しくなるように自動的に調整されます。 

モータが停止した後、加速電流がまだ流れている期間。 「パワーダウン遅延」設定[PDDEL]を使用して、約 0～5.57 秒の間で
調整可能。 発生する熱を最小限に抑えるために、アプリケーションに適した最小値に設定してください。 

加速電流が徐々に減少して電流を保持する期間。 このスムーズな移行により、電源切断時のモータのジャークが回避されます。 
モータ電流は連続的に調整可能ではなく、0～1.044 Arms の 31 個の離散値の 1 つです。 したがって、電流は段階的に減少しま
す。 ステップサイズは、「電流低減遅延」設定[IHD]を使用して、0（瞬時のパワーダウン）から 327 ミリ秒の間に設定できま
す。 発生する熱を最小限に抑えるために、アプリケーションに適した最小値に設定してください。 

次の図の各設定の名前は、ソフトウェアで使用されているものと一致しています。 リモートインターフェイスを介して SMD3
をプログラミングする場合に使用するコマンドニーモニック（セクション 7 を参照）は、角括弧内に示されています。 

書き込み耐久性 

次の場合に適用されます 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 - Motor current and speed 
 
5.3.4. マイクロステッピング 
 
Microstepping is applicable at low step frequencies (typically < 500 Hz) and helps reduce motor resonances resulting in 
smoother operation. In non-vacuum applications, it is also used to achieve increased positioning resolution, however, it 
requires energising both motor phases continuously even when the motor is stopped to maintain position, resulting in 
unacceptable levels of temperature rise in the motor in vacuum applications. Instead, mechanisms are designed to achieve 
the required positioning resolution with appropriate gearing. 

Microstepping is not helpful at higher step rates, therefore, the SMD3 automatically switches between microstepping at low 
speeds and full step at high speeds. The transition point from full step to microstep is configurable, as illustrated in Figure 1. 
Hysteresis is applied to this value resulting in the transition in the opposite direction (from microstep to full step) being at a 
slightly higher frequency, as illustrated above. Note that you cannot explicitly set the transition to full step point, only the 
transition from full step to microstep. The other transition is calculated automatically. 

The resolution to use during microstepping is configurable, via the microstep resolution setting [RES]. Choices are 8, 16, 32, 
64, 128 and 256. In all modes except for step/direction, the motor is only stopped in full-step positions. Microstepping is 
used exclusively for the purpose of smoothing the transition between steps. 

The accuracy with which motor profile (acceleration, deceleration, etc.) settings may be made depends on the 
microstepping resolution; the maximum microstep resolution of 256 offers the greatest accuracy for these settings. 
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マイクロステッピングは、低いステップ周波数 (通常は 500 Hz 未満) で適用でき、モータの共振を減らし、よりスムーズな動
作を実現します。 非真空用途では、位置決め分解能を向上させるためにも使用されますが、位置を維持するためにモータが停
止している場合でも、両方のモータ相を継続的に通電する必要があるため、真空用途ではモータの温度上昇が許容できないレ
ベルになります。 代わりに、適切なギアリングを使用して必要な位置決め分解能を達成するメカニズムが設計されています。 

マイクロステップは、より高いステップ レートでは役に立たないため、SMD3 は、低速でのマイクロステップと高速でのフル 
ステップとを自動的に切り替えます。 フル ステップからマイクロステップへの移行点は、図 1 に示すように構成可能です。 こ
の値にヒステリシスが適用され、上に示すように、反対方向 (マイクロステップからフル ステップへ) への移行がわずかに高
い周波数になります。 フル ステップ ポイントへの遷移を明示的に設定することはできず、フル ステップからマイクロステッ
プへの遷移のみを設定することに注意してください。 他の遷移は自動的に計算されます。 

マイクロステップ実行中に使用する分解能は、マイクロステップ分解能設定 [RES] を介して構成できます。 選択肢は 8、16、
32、64、128、256 です。ステップ/方向を除くすべてのモードでは、モータはフル ステップ位置でのみ停止します。 マイクロ
ステップは、ステップ間の移行をスムーズにするためにのみ使用されます。 

モータ プロファイル (加速、減速など) の設定の精度は、マイクロステップの分解能に依存します。 256 の最大マイクロス
テップ分解能は、これらの設定で最高の精度を提供します。 

速度 

フルステップ移行 
    (THIGH)  

フルステップモード
への移行 

マイクロステップモ
ードへの移行 

目標速度到達時のオプション
の電流低減 パワーダウン遅延 

（PDDEL） 

電流低減の遅れ 
（IHD） 

加速（IA） 
走行（IR） 

 
維持（IH） 

       ０ 

図 1-モータの電流と速度 

電流値 



5.3.5. フリーホイールモード 
Freewheel mode refers to how the motor is configured when it is at standstill and zero hold current is set. There are three 
choices: 
 

• Use freewheel for minimum holding torque, which allows the motor shaft to be moved freely. 

 
• Phases shorted for maximum holding torque with zero power applied to the motor (and so no heat generated in 

the motor). 

 
• Normal offers some minimal amount of holding torque as a result of the phases still being connected to the driver 

circuitry. 
 
5.3.6. 速度と位置決めモード 
 
All modes except step/direction fundamentally use the hardware of the SMD3 in one of two ways: 

• 速度モード 
Motor is accelerated to a target velocity in a specified direction (Positive or Negative), which may be maintained 
indefinitely. On stopping, the SMD3 decelerates according to the configured profile and stops in a full step position. 

 
• 位置決めモード 

Motor is driven toward a chosen position, determined by an internal step counter and a relative or absolute step 
count position. The motor starts by accelerating towards the target velocity, then as the target position is 
approached begins to decelerate before coming to a stop at the target position. Position can be specified in full 
steps only. 

Step/direction triggered velocity mode uses velocity mode internally and joystick mode uses a combination of velocity and 
positioning mode. In remote mode, velocity and positioning mode must be selected with the appropriate command. 
 
5.3.7. 動作開始 
 
In remote mode, movement is started via a run command and stopped via stop command. Movement cannot begin 
spontaneously as a result of changing a setting, for example. Direction is specified as positive, which results in the position 
counter incrementing, or negative which results in the position counter decrementing. 

In all other modes, motor movement is determined by an external stimulus, for example, a joystick button press in joystick 
mode, or an edge on the step input in step/direction mode. 
 
5.3.8. モーターの監視 
 
Motor temperature, speed and position may be queried using remote interface commands. 

INFORMATION: Motor control is open loop, therefore quantities such as position and velocity are determined 
from internal counters in the SMD3. These cannot be relied upon in certain circumstances, such as if the motor 
is stalled, or misses steps due to improper configuration. 

 
 
 
 
5.4. 入力を有効にする 
 
An enable input EN (X3 - I/O, see 4.3.4) is present as part of the SDE interface, but the enable signal may be used in any 
mode. The motor is enabled when high and disabled (all motor movement inhibited) when low. 

The enable input is ‘gated’ by an external enable setting; when enabled, the behaviour described above applies. When 
disabled, the enable input is treated as if it was true, regardless of the actual state. This allows the user to decide whether 
the enable input is used or not. 
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フリーホイール モードは、モータが停止し、ゼロ ホールド電流が設定されているときのモータの構成方法を指します。 次の 3 つ
の選択肢があります。 

ステップ/方向を除くすべてのモードは、基本的に次の 2 つの方法のいずれかで SMD3 のハードウェアを使用します。 

モーターシャフトを自由に動かせる最小保持トルクにはフリーホイールを使用してください。 

モータへの電力がゼロの状態で最大保持トルクを得るために相が短絡されています (したがって、モータで熱が生成されま
せん)。 

通常は、フェーズがまだドライバ回路に接続されている結果として、最小限の保持トルクを提供します。 

モータは、指定された方向 (正または負) の目標速度まで加速され、無期限に維持される場合があります。 停止時、SMD3 
は設定されたプロファイルに従って減速し、フル ステップ位置で停止します。 

モータは、内部ステップ カウンタと相対または絶対ステップ カウント位置によって決定される、選択された位置に向
かって駆動されます。 モータは、目標速度に向かって加速することで始動し、目標位置に近づくと減速し始めてから
目標位置で停止します。 位置はフルステップでのみ指定できます。 

リモートモードでは、実行コマンドで移動を開始し、停止コマンドで移動を停止します。 たとえば、設定を変更した結果とし
て、動きが自発的に開始することはできません。 方向は、正の場合は位置カウンタが増加し、負の場合は位置カウンタが減少
します。 

他のすべてのモードでは、モータの動きは、外部刺激、たとえば、ジョイスティック モードでのジョイスティック ボタンの押
下、またはステップ/方向モードでのステップ入力のエッジによって決定されます。 

モータの温度、速度、位置は、リモート インターフェース コマンドを使用して照会できます。 

情報: モータ制御は開ループであるため、位置や速度などの量は SMD3 の内部カウンタから決定されます。 これら
は、モータが停止している場合や、不適切な構成のためにステップを逃した場合など、特定の状況では信頼できま
せん。 

イネーブル入力 EN (X3 - I/O、4.3.4 を参照) は SDE インターフェースの一部として存在しますが、イネーブル信号はどのモー
ドでも使用できます。 ハイの場合、モータは有効になり、ローの場合は無効 (すべてのモータの動きが禁止されます) になりま
す。 

イネーブル入力は、外部イネーブル設定によって「ゲーティング」されます。 有効にすると、上記の動作が適用されます。 無
効にすると、実際の状態に関係なく、有効化入力は true であるかのように扱われます。 これにより、ユーザーはイネーブル入
力を使用するかどうかを決定できます。 

ステップ/方向トリガー速度モードは速度モードを内部的に使用し、ジョイスティック モードは速度モードと位置決めモードの
組み合わせを使用します。 リモートモードでは、適切なコマンドで速度と位置決めモードを選択する必要があります。 



When the enable input is not used, then the SMD3 is responsible for enabling the motor as required, consistent with any 
other requirement described in this document. 
 

入力を有効にする  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. モータ構成 
 
5.5.1. 温度センサーの選択 
 
AML motors can be supplied with either a K-Type thermocouple or PT100 RTD temperature sensor. Ensure the sensor is 
connected to the thermocouple (X4 - Thermocouple) or RTD (X3 – I/O, see 4.3.4) input, and make the appropriate selection. 
The temperature sensor select command [TSEL] allows selection between thermocouple and RTD. 

INFORMATION: The motor is disabled if the temperature sensor is misconnected, faulty or the temperature 
measurement exceeds 190 °C in order to protect the motor from possible damage to the insulation material. 
Check that the motor temperature sensor selection matches that of your motor. 

 
 
5.6. プロファイル構成 
 
This section is concerned with configuring dynamic properties of motor movement. The profile settings apply to all modes 
except for step/direction mode. Tuning of these parameters is required to optimise motor performance in your application, 
and is necessary to engage positioning or velocity mode. 

The name of each setting in the following illustrations matches that used in the software. The command mnemonic, for use 
if programming the SMD3 via the remote interface (see section 7), is given in square brackets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.1. 開始および停止頻度 
 
The start frequency is the initial step rate, and helps to allow the motor to overcome inertia and start moving smoothly; if 
start frequency were zero, the duration of the initial few steps might be long enough that the motor would overcome inertia 
on the first step, then effectively stop for a period of time, then have to overcome inertia once more for the second step, 
and so on, until the steps were frequent enough that the motor remains moving. 

 
 
 
 
© Arun Microelectronics Ltd 2020. All rights reserved Page 21 of 66

 
 

ロー 

設定が有効 設定が無効 

モーターが無効 モーター有効 

ハイ モーター有効 モーター有効 

イネーブル入力が使用されていない場合、SMD3 は、このドキュメントで説明されている他の要件と一致して、必要に応じてモ
ータをイネーブルにする責任があります。 

AML モータには、K タイプ熱電対または PT100 RTD 温度センサーのいずれかが付属しています。 センサーが熱電対 (X4 - 熱
電対) または RTD (X3 - I/O、4.3.4 を参照) 入力に接続されていることを確認し、適切な選択を行います。 温度センサー選択コ
マンド [TSEL] により、熱電対と測温抵抗体を選択できます。 

情報: 温度センサーが正しく接続されていない、故障している、または温度測定値が 190 °C を超える場合、モータを
断熱材の損傷から保護するために、モータは無効になります。 モータ温度センサーの選択がモータの選択と一致して
いることを確認してください。 

このセクションは、モータの動きの動的プロパティの構成に関係しています。 プロファイル設定は、ステップ/方向モードを除
くすべてのモードに適用されます。 これらのパラメータの調整は、アプリケーションでモータ性能を最適化するために必要で
あり、位置決めモードまたは速度モードを使用するために必要です。 

以下の図の各設定の名前は、ソフトウェアで使用されているものと一致しています。 リモート インターフェースを介して SMD3 
をプログラミングする場合に使用するコマンド ニーモニック (セクション 7 を参照) は、角括弧で囲まれています。 

開始周波数は最初のステップ レートであり、モータが慣性を克服してスムーズに動き始めるのに役立ちます。 開始周波数が
ゼロの場合、最初の数ステップの持続時間は、モータが最初のステップで慣性を克服し、その後一定期間効果的に停止し、2 番
目のステップで慣性をもう一度克服する必要があるほど長い可能性があります。 など、ステップが十分に頻繁になり、モータ
が動き続けるまで繰り返します。 

ステップ周波数（VMAX） 

停止周波数（VSTOP） 

開始周波数（VSTART） 

ゼロ待機時間（TZW） 

速度 

時間 



Stop frequency is the counterpart setting which determines the frequency for the last step. Both are specified in Hz, or steps 
per second. 

Start frequency must be set equal to or smaller than stop frequency. This is enforced by the SMD3; if a change to the stop 
frequency makes it smaller than the start frequency, start frequency is automatically adjusted to be equal to stop 
frequency. 

Start frequency and Stop frequency must be set equal to or smaller than Step frequency. The SMD3 will not force Start and 
Stop frequency to match Step frequency if either Start or Stop frequency are smaller than Step frequency. 
 
 
 
5.6.2. 加速と減速 
 
The SMD3 implements linear acceleration and deceleration ramps; velocity ramps up between the start frequency and the 
step frequency, and down linearly between the step frequency and stop frequency. Both are specified in Hz-1, or steps per 
second per second. 
 
 
 
 
5.6.3. 方向転換 
 
When using higher values for the start and stop frequency, a subsequent move in the opposite direction would result in a 
jerk equal to start frequency + stop frequency. The motor may not be able to follow this. The zero wait time setting [TZW] 
can be used to introduce a short delay between the two and eliminate the jerk as illustrated above. 
 
5.7. リミット 
 
Mechanisms sometimes include limit switches, typically 
mechanical switches positioned to open or close when 
some start or end point of travel is reached for example. 
This is used as a trigger to stop the motor. 
 
Configuration options allow limits to be individually or 
globally enabled or disabled, polarity to be set (i.e. 
trigger limit on switch open, called ‘Active low’ or switch 
closed, called ‘Active high’). The configuration options 
are illustrated below. AML SMD3 software additionally 
allows each limit to be given a custom name, for 
example ‘right switch’ to make it easier to identify within 
the software. 

 
Limit activation summary in relation to direction 

L imi t  +  (Pos)   L im i t  -  (Neg )  
triggered triggered 

正方向  モータが無効 モータは有効 

負方向  モータは有効 モータは有効 
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停止周波数は、最後のステップの周波数を決定する対応する設定です。 どちらも Hz または 1 秒あたりのステップ数で指定され
ます。 

スタート周波数はストップ周波数以下に設定する必要があります。 これは SMD3 によって適用されます。 ストップ周波数の変
更によりスタート周波数よりも小さくなる場合、スタート周波数はストップ周波数と同じになるように自動的に調整されます。 

スタート周波数とストップ周波数は、ステップ周波数以下に設定する必要があります。 SMD3 は、開始周波数と停止周波数の
いずれかがステップ周波数よりも小さい場合、開始周波数と停止周波数をステップ周波数と一致させることを強制しません。 

SMD3 は、線形加速および減速ランプを実装します。 速度は、開始周波数とステップ周波数の間で増加し、ステップ周波数
と停止周波数の間で直線的に減少します。 両方とも Hz-1、または 1 秒あたりのステップ数で指定されます。 

開始周波数と停止周波数に高い値を使用すると、その後反対方向に移動すると、開始周波数 + 停止周波数に等しいジャークが
発生します。 モータが追従できない場合があります。 ゼロ待機時間設定 [TZW] を使用して、2 つの間に短い遅延を導入し、
上に示したようにジャークをなくすことができます。 

メカニズムには、リミット スイッチが含まれることがあり
ます。通常、移動の開始点または終了点に達したときに開
閉するように配置された機械式スイッチです。 モータを停
止させるトリガーとして使用されます。 

構成オプションにより、制限を個別にまたはグローバルに
有効または無効にしたり、極性を設定したりできます (つま
り、「アクティブロー」と呼ばれるスイッチオープンのト
リガーリミットまたは「アクティブハイ」と呼ばれるスイ
ッチクローズのトリガーリミット)。 構成オプションを以下
に示します。 さらに、AML SMD3 ソフトウェアでは、各制
限にカスタム名 (たとえば、「右スイッチ」) を指定して、
ソフトウェア内での識別を容易にすることができます。 

方向に関連したアクティベーションサマリーの制限 

リミット＋（正） 
トリガー作動 

リミット＋（負） 
トリガー作動 
 

グローバル有効 

リミット+（POS）有効 リミット+（Neg）有効 

リミット+（POS）極性 リミット+（Neg）極性 

無効 
有効 

無効 
有効 
 

アクティブ・ハイ 
アクティブ・ロー 

アクティブ・ハイ 
アクティブ・ロー 
 



Limits are intended for use with the mechanical switches typically found in 
vacuum mechanisms, but other types of switch, for example, hall effect or optical 
limit switches can be interfaced. The high and low logic thresholds are 1.5 V and 
0.55 V respectively. Limit inputs can withstand up to 12 V maximum. The limits 
input circuit is outlined below for reference. 

 
 
 
5.8. 障害 
 
If a fault occurs, the motor is stopped and power to the motor is removed. The cause of the fault is indicated via the red 
front panel indicator, as shown below, and reflected in the error flags available via the remote interface. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.8.1. 障害の種類 
 

内部障害 
 

A hardware or software malfunction inside the SMD3. 

 
外部有効化基準が満たされていません 

 
The external enable setting is ‘true’ and the SMD3 requires the external enable signal (‘EN’, pin 12) on 
‘X6 – /O’ to be high to enable the motor. Either supply an enable signal, or if you do not wish to use 
the enable input, disable the external enable setting by setting it to ‘false’, which tells the SMD3 to 
ignore the state of the enable signal. 

 
モーター温度 

Motor temperature has exceeded 190 °C or a fault has been detected with the temperature sensor. 
Excessive temperature can damage the insulation on the motor windings, and the SMD3 does not 
allow the motor to be driven. The SMD3 shuts down the motor before this can happen to prevent 
possible damage to the motor. Wait for the motor to cool before attempting to run the motor again. 

INFORMATION: The motor is disabled if the temperature sensor is misconnected, 
faulty or the temperature measurement exceeds 190 °C in order to protect the motor 
from possible damage to the insulation material. 

 
モータ短絡 

 
A motor short has been detected. Motor phase to phase and phase to ground shorts can be 
detected by the SMD3. Inspect the motor and wiring to resolve before attempting to run the motor 
again. 

 
リミット作動 

 
Indicator flashes briefly once a second. A limit has been triggered and has stopped the motor. 
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リミットは、真空機構に通常見られる機械式スイッチでの使用を想定していますが、
ホール効果や光学式リミット スイッチなど、他のタイプのスイッチを接続すること
もできます。 ハイとローのロジック スレッショルドは、それぞれ 1.5 V と 0.55 V で
す。 リミット入力は最大 12 V まで耐えることができます。 参考までに、リミット入
力回路の概要を以下に示します。 

故障が発生すると、モータが停止し、モータへの電力が遮断されます。 障害の原因は、下に示すように、赤いフロント パネ
ル インジケータによって示され、リモート インターフェースを介して利用可能なエラー フラグに反映されます。 

SMD3 内部のハードウェアまたはソフトウェアの誤動作 

外部イネーブル設定は「true」であり、SMD3 は、モータをイネーブルするために「X6 –  /O」の外部イ
ネーブル信号 (「EN」、ピン 12) を High にする必要があります。 イネーブル信号を供給するか、イネー
ブル入力を使用したくない場合は、外部イネーブル設定を「false」に設定して無効にします。これによ
り、SMD3 はイネーブル信号の状態を無視します。 

モータ温度が 190 °C を超えたか、温度センサーで障害が検出されました。 過度の温度はモータ巻線の
絶縁を損傷する可能性があり、SMD3 はモータを駆動できません。 SMD3 は、これが発生する前にモー
タをシャットダウンして、モータの損傷を防ぎます。 モータが冷えるのを待ってから、モータを再度実
行してください。 

情報: 温度センサーが正しく接続されていない、故障している、または温度測定値が 190 °C 
を超える場合、モータを断熱材の損傷から保護するために、モータは無効になります。 

モータの短絡が検出されました。 モータの相間および相間短絡は、SMD3 によって検出できます。 モ
ータを再実行する前に、モータと配線を調べて解決してください。 

インジケータが 1 秒に 1 回短く点滅します。 リミットがトリガーされ、モータが停止しました。 

障害ランプ 



5.8.2. 障害のクリア 
 
Faults may be cleared using the clear command [CLR], or by pulling the fault reset pin to the ‘GND’ pin on ‘X3 – /O’. 

The external enable fault is non-latching when in step direction mode; once the external enable state is restored, or the 
external enable setting is changed to false, normal operation will resume immediately without the need to clear it as 
described above. 

 
 
6. ソフトウェア 

6.1. インストールとセットアップ 
 
The SMD3 is supplied with a Windows application which provides easy configuration and control of multiple SMD3 units. 

• Start by downloading and installing the latest software from our website, at: 
https://arunmicro.com/products/smd3-stepper-motor-drive/ 

 
• Connect all SMD3 devices to your computer, using a USB lead, and power them on. 

 
• Start the SMD3 software and click the ‘New project’ icon in the top left corner, or use ‘File > New project’. 

 
 
 
 
 
 

• Follow the wizard to search for SMD3 devices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Enter a name for your project b. Choose ‘Auto search’ to have the software scan 
available ports and auto-detect connected 
devices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Devices will appear in the list as they are     d. A custom user label may be assigned to each discovered 
device, for example ‘Axis #1’ 
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障害は、クリア コマンド [CLR] を使用するか、障害リセット ピンを「X3 –  /O」の「GND」ピンに引くことでクリアできます。 

ステップ方向モードでは、外部イネーブル障害は非ラッチです。 外部イネーブル状態が復元されるか、外部イネーブル設定が 
false に変更されると、上記のようにクリアする必要なく、通常の動作がすぐに再開されます。 

SMD3 には、複数の SMD3 ユニットの構成と制御を容易にする Windows アプリケーションが付属しています。 

次の Web サイトから最新のソフトウェアをダウンロードしてインストールすることから始めます。 
https://arunmicro.com/products/smd3-stepper-motor-drive/ 

USB リードを使用してすべての SMD3 デバイスをコンピュータに接続し、電源を入れます。 

SMD3 ソフトウェアを起動し、左上隅にある [新しいプロジェクト] アイコンをクリックするか、[ファイル] > [新しい
プロジェクト] を使用します。 

ウィザードに従って SMD3 デバイスを検索します。 

プロジェクトの名前を入力してください。 「自動検索」を選択して、利用可能なポートのソ
フトウェアと接続されたデバイスの自動検出を
スキャンします。 

デバイスはデバイスとしてリストに表示さ
れます 

検出されたそれぞれにカスタム ユーザー ラベルを割り当てる
ことができます。(例: 「Axis #1」) 



6.2. 概要 
 
The default layout of the software is shown below. Panels can be dragged and repositioned if desired. The layout of 
windows and panels is saved inside the project file. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.1. プロジェクトエクスプローラー 
 
Shows a tree of the SMD3 devices in the project. Checkboxes show 
which device(s) are currently selected. The device properties panel 
shows the properties for the selected device(s). 
The right-click context menu at the top level of the tree provides 
access to functions such as renaming, connecting or disconnecting 
the system and adding new devices. 

 
 
 
 
 
 
The right-click context menu on each device provides access to 
functions such as manually configuring the port used by the device or 
placing the selected device into ident mode in which the green status 
indicator flashes. Status and controller windows, as described later in 
this section (see 6.2.4 and 6.2.5) can also be invoked from here. 
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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。 必要に応じて、パネルをドラッグして再配置できます。 ウィン
ドウとパネルのレイアウトは、プロジェクト ファイル内に保存されます。 

プロジェクトのロードと保存、緊急モータ停止などの一般的な管理
アクション用のボタン。 
モータの動きをコマンドできる「コントローラ 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。 

SMD3 デバイスの追加、削除、 
および選択 

システムまたはデバイスを右クリ
ックして、デバイスのステータス 
ウィンドウを開くなどの追加機能
にアクセスします。 

「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 

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
バイスで使用できる右クリックのコンテ
キストメニューを使用するか、ツールバ
ーのボタンを解除して、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
ンドウを開きます。 

プロジェクト内の SMD3 デバイスのツリーを表示します。 チェック
ボックスは、現在選択されているデバイスを示しています。 デバイ
ス プロパティ パネルには、選択したデバイスのプロパティが表示さ
れます。 
ツリーの最上位にある右クリック コンテキスト メニューから、シス
テムの名前変更、接続または切断、新しいデバイスの追加などの機能
にアクセスできます。 

各デバイスの右クリック コンテキスト メニューから、デバイスが使用
するポートを手動で構成したり、選択したデバイスを ident モードにし
て緑色のステータス インジケータが点滅するなどの機能にアクセスで
きます。 このセクションで後述するステータス ウィンドウとコントロ
ーラ ウィンドウ (6.2.4 および 6.2.5 を参照) もここから呼び出すことが
できます。 

ツールバー 

プロジェクト探索 

デバイスのプロパティ 

システム作業領域 



各デバイスのアイコンは、そのステータスを示します: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2. デバイスのプロパティパネル 
 
Select one or more devices in the project explorer panel; their properties are displayed and can be edited here. A blank is 
shown for properties which are different across the selected devices. As each property is selected, help text appears at the 
bottom of the panel describing the configuration option in more detail. 

• Some properties allow selection of one of several choices, for example, temperature sensor selection: 

 
 
 
 
 
 

• Others such as ‘Run current’ simply require a numeric value to be entered 

 
• Others allow values to be entered directly, or the three dots button to the right to be clicked. This opens a window, 

allowing a more complex value to be input, for example, ‘Acceleration’ allows input in the native units or seconds: 
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Icon 説明 
 

Bake mode selected 

 
Device disconnected 

! Device in a fault state 

 
Home mode selected 

 Joystick mode selected 

 
Step and direction mode selected 

 Step and direction triggered velocity mode 
selected 

 
USB remote control mode selected 

プロジェクトエクスプローラーパネルで 1 つ以上のデバイスを選択します。 それらのプロパティが表示され、ここで編
集できます。 選択したデバイス間で異なるプロパティには空白が表示されます。 各プロパティを選択すると、パネルの
下部に構成オプションをより詳細に説明するヘルプテキストが表示されます。 

• 一部のプロパティでは、温度センサーの選択など、いくつかの選択肢から 1 つを選択できます。 

• 「現在の実行」などの他の方法では、数値を入力するだけで済みます。 

• その他では、値を直接入力したり、右側の 3 つのドットボタンをクリックしたりできます。 これによりウ
ィンドウが開き、より複雑な値を入力できるようになります。たとえば、「Acceleration」ではネイティブの
単位または秒で入力できます。 

ベークモードが選択されました 

デバイスが切断されました 

障害状態のデバイス 

ホームモードが選択されました 

ジョイスティックモードが選択されました 

ステップと方向モードが選択されました 

ステップと方向によってトリガーされる
速度モードが選択されました 

USB リモートコントロールモードが選択
されました 



6.2.3. システム作業領域 
 
Status and controller windows for each device or the system as a whole may be opened, and will appear in this area. 
Windows can be arranged as desired and will automatically ‘snap’ to each other making it easy to keep them neatly 
organised. This window can be separated from the main application and dragged onto another screen; to do this, simply 
click and hold the ‘System’ tab at the top of the window and drag it out of the application. 
 
6.2.4. ステータスウィンドウ 
Shows a status summary for the selected device, providing essential 
information such as motor temperature, speed, position and error 
status. There are several ways to open the status window(s): 

• Provided a project is loaded and at least one device is 
connected, the software will ensure that at least one status 
window is open when the software starts. 

 
• Right-click the top level of the project tree and choose the 

‘Status’ option; this will open a status window for every 
device in the project tree without having to do so one at a 
time. 

 
• Use the toolbar button. This will open a status window for 

every selected device. 
 
 
 
 
Use the options in the ‘Project’ menu at the top of the screen. 
 
The status window shows an information panel at the bottom, which 
displays the last error if a fault is currently active, and a selection of 
icons in the main area that indicate the status of the SMD3. Hover 
over each icon to view tooltip text which provides further detail. 
 
The status window is also where absolute and relative position 
counters may be viewed and reset. 
 
 
6.2.5. コントローラーウィンドウ 
 
Invoke using the same method as for the status window. Choose the 
type of motion and click start or stop. Unlike the status window, there 
may be one controller per device, and or one controller that acts on 
all selected devices. In this way, you can command movement on 
multiple SMD3s at once. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION: Be aware that the synchronisation between multiple SMD3s is not specified or guaranteed 
when controlling them in this way; delays within the computer, software, and USB connection to the SMD3 
mean that each SMD3 will start or stop its motion at a slightly different moment, therefore this option is not 
suitable for performing complex co-ordinated movements across multiple axes. 
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各デバイスまたはシステム全体のステータスウィンドウとコントローラーウィンドウを開くことができ、この領域に表示され
ます。 ウィンドウは必要に応じて配置でき、自動的に相互に「スナップ」するため、ウィンドウを整理しやすくなります。 
 このウィンドウは、メインアプリケーションから分離して、別の画面にドラッグできます。 これを行うには、ウィンドウの上
部にある[システム]タブをクリックして押したまま、アプリケーションからドラッグします。 

選択したデバイスのステータスの概要を表示し、モータの温度、速度、位置、
エラーステータスなどの重要な情報を提供します。 ステータスウィンドウ
を開くには、いくつかの方法があります。 

プロジェクトがロードされ、少なくとも 1 つのデバイスが接続さ
れている場合、ソフトウェアは、ソフトウェアの起動時に少なく
とも 1 つのステータスウィンドウが開いていることを確認しま
す。 

画面上部の[プロジェクト]メニューのオプションを使用します。 

ツールバー ボタンを使用します。 これにより、選択したすべての
デバイスのステータスウィンドウが開きます。 

ステータスウィンドウの下部には、障害が現在アクティブである場合の
最後のエラーを表示する情報パネルと、SMD3 のステータスを示すメイン
エリアのアイコンの選択が表示されます。 各アイコンにカーソルを合わ
せると、詳細が表示されるツールチップテキストが表示されます。 

ステータスウィンドウは、絶対位置カウンタと相対位置カウンタを表示
およびリセットできる場所でもあります。 

ステータスウィンドウと同じ方法で呼び出します。 モーションのタイ
プを選択し、[開始]または[停止]をクリックします。 ステータスウィン
ドウとは異なり、デバイスごとに 1 つのコントローラ、または選択した
すべてのデバイスに作用する 1 つのコントローラが存在する場合があ
ります。 このようにして、一度に複数の SMD3 で移動を命令できます。 

情報：この方法で SMD3 を制御する場合、複数の SMD3 間の同期は指定または保証されないことに注意してくださ
い。 コンピュータ、ソフトウェア、および SMD3 への USB 接続内の遅延は、各 SMD3 がわずかに異なる瞬間にモ
ーションを開始または停止することを意味します。したがって、このオプションは、複数の軸にわたって複雑な協
調動作を実行するのには適していません。 

プロジェクトツリーのトップレベルを右クリックして、[ステータ
ス]オプションを選択します。 これにより、プロジェクトツリー
内のすべてのデバイスのステータスウィンドウが開きます。一度
に 1 つずつ開く必要はありません。 



6.2.6. ツールバー 
 
Contains buttons for common actions. Many are also available in the menus as the top of the screen. Actions relating to an 
SMD3 device, such as ‘Revert to factory settings’ apply to the selected devices in the system tree. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. プロジェクトの保存 
 
SMD3 configuration is maintained in two locations: 

1. The SMD3 itself, with the use of the save changes to hardware command, or on application exit if you choose. If the 
save changes command is not used, settings will revert to their previous values on power cycling. 

 
2. In the SMD3 software project file. 

 
 
The behaviour of the SMD3 software in relation to this is as follows: 
 

If the serial number of a connected SMD3 matches that of one in the SMD3 project file that is open: 
The configuration given in the project file prevails, and the SMD3 configuration is synchronised to match that in the 
project file. Note that unless you use the save changes to hardware function, the original configuration of the 
SMD3 is not overwritten, and will be restored on power cycle or by using the load command to restore the 
configuration from flash. 

 
 

If the serial number of a connected SMD3 does not match any of those in the SMD3 project file that is 
open: The SMD3 is considered a new device in the project, and the project file will be initialised from the 
configuration found in the SMD3 itself. After this point, the first behaviour outlined above applies. 

 
 

INFORMATION: In the first case above, configuration items that require the SMD3 to be in standby will not be 
correctly synchronized if the SMD3 is not in standby when the software connects. 
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一般的なアクションのボタンが含まれています。 多くは、画面の上部としてメニューでも利用できます。 「工場出荷時の設定
に戻す」などの SMD3 デバイスに関連するアクションは、システム ツリーで選択したデバイスに適用されます。 

SMD3 構成は、次の 2 つの場所で維持されます。 

SMD3 自体、ハードウェアコマンドへの変更の保存を使用するか、必要に応じてアプリケーションの終了時に。 変更の
保存コマンドを使用しない場合、設定は電源を入れ直すと以前の値に戻ります。 

SMD3 ソフトウェアプロジェクトファイル

これに関連する SMD3 ソフトウェアの動作は次のとおりです。 

接続された SMD3 のシリアル番号が、開いている SMD3 プロジェクトファイルのシリアル番号と一致する場合： 
プロジェクトファイルで指定された構成が優先され、SMD3 構成はプロジェクトファイルの構成と一致するように同期
されます。 ハードウェア機能への変更の保存を使用しない限り、SMD3 の元の構成は上書きされず、電源を入れ直す
か、load コマンドを使用してフラッシュから構成を復元することによって復元されることに注意してください。 

接続された SMD3 のシリアル番号が、開いている SMD3 プロジェクトファイルのシリアル番号のいずれとも一致しない場合：        
SMD3 はプロジェクト内の新しいデバイスと見なされ、プロジェクトファイルは SMD3 自体にある構成から初期化されます。 この時
点以降、上記の最初の動作が適用されます。 

情報：上記の最初のケースでは、ソフトウェアの接続時に SMD3 がスタンバイになっていないと、SMD3 をスタンバ
イにする必要がある構成アイテムが正しく同期されません。 

オープン 
プロジェクト プロジェク

トを保存 
明確な障害 

すべてのデバ
イスを切断 

デバイス
状態 

システム
コントロ
ーラ 

工場初期値 
へリセット 

新しい計画 プロジェク
トを閉じる 

プロジェクト
を名前を付け
て保存 

すべての
デバイス
を接続 

デバイスの
追加 

デバイス
コントロ
ーラ 

ハードウェ
アに保存 

オプション 



6.4. スクリプティング 

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. 

 
A brief description of each function/command is presented below the scripting section. Here is an overview of the 
scripting area: 

Buttons for common script actions and code 
execution functions. 

 
 
 
Beginning to type a command will 

bring up the auto completion 
popup. 

 
 
 

function is presented here. 

 
 

Code execution errors are logged on the 
command line. Data can be printed here 

function. 
 
The auto completion popup can be shown using the ‘Ctrl-K’ keyboard shortcut. 

Information on the available SMD3 device specific commands can be found in section 7 of this manual. Serial command 
mnemonics will be auto completed by the script editor. The arguments of each scripting function are identical to those 
shown in section 7.6, however, the format of querying and commanding is different. The example below shows how the 
SMD3 mode can be set and queried: 

smd.Mode(2); // Set the SMD3 mode to 2 (remote) smd.Mode(); 
// Query state of mode 

 
The toolbar contains scripting specific buttons. Scripting actions can also be found in the ‘Scripting’ dropdown menu. 

Open script Save script Start script Step into 

 
 
 
 

/> 
 
 
 
 

Close script Save script as Stop script Step over 
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/> /> 
 
 
 
 
New script 

Scripts are presented in a tabulated form. 

 
 
 
A description of the currently selected 

for debugging purposes using the Log 

Step out 

/> />

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し
て実行したり、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
の操作を実行したりできる、使いやすいスクリプトエディターが含まれています。 

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。 

各関数/コマンドの簡単な説明は、スクリプトセクションの下に表示されます。 スクリプト領域の概要は次のとおりです。 

一般的なスクリプトアクションとコード実
行機能のボタン。 

コマンドの入力を開始すると、
オートコンプリートポップアッ
プが表示されます  

スクリプトエディタ 
スクリプトは表形式で表示されます 

現在選択されている機能の説明がここ
に表示されます。 

コード実行エラーはに記録されます 
コマンドライン。 データはここに印刷
できます。ログを使用したデバッグ  
目的関数。 

オートコンプリートのポップアップは、「Ctrl-K」キーボードショートカットを使用
して表示できます。 

使用可能な SMD3 デバイス固有のコマンドに関する情報は、このマニュアルのセクション 7 に記載されています。 シリアルコ
マンドニーモニックは、スクリプトエディタによって自動的に完了します。 各スクリプト関数の引数はセクション 7.6 に示さ
れているものと同じですが、クエリとコマンドの形式が異なります。 以下の例は、SMD3 モードを設定および照会する方法を
示しています。 

ツールバーには、スクリプト固有のボタンが含まれています。 スクリプトアクションは、[スクリプト]ドロップダウンメニュ
ーにもあります。 

スクリプトを開
く 

スクリプト
を保存 

スクリプト
を開始 

に入る から出る 

新スクリプト スクリプト
閉じる 

スクリプトを
名前を付けて
保存 

スクリプト
を停止 

踏み越える 

オートコンプリートポップアップ 

ツールバー 

説明 

コマンドライン 

スクリプトエディタ  



Functions specific to the SMD3 software are as follows: 
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機能 

Add 

説明 

bool Add(string serial) 
Add a new device to the project. 
Returns true if the device has been detected and added to the project. 
serial: 
Device serial number. 

ClearLog void ClearLog( ) 
Clear command line. 

ConnectAll void ConnectAll( ) 
Connect all devices in the project. 

Delayms void Delayms(int value) 
Delay in milliseconds. 
value: 
Minimum: 0 
Maximum: 2^31 -1 

DelaySeconds void DelaySeconds(int value) 
Delay in seconds. 
value: 
Minimum: 0 
Maximum: 2147483 

DisconnectAll void DisconnectAll( ) 
Disconnect all devices in the project. 

Log void Log(string value) 
Print value to the command line. 

Name bool Name(string serial, string name) 
Change name of the device. 
Returns true if the device has been found and name changed. 
serial: 
Device serial number. 
name: 
Device new name. 

Remove bool Remove(string serial) 
Remove a device from the project. 
Returns true if the device has been detected and removed from the project. 
serial: 
Device serial number. 

RemoveAll void RemoveAll( ) 
Remove all devices from the project. 

Select bool Select(string[ ] devices) 
Returns true if all the requested devices have been selected. 
devices: 
Name of the device(s). 

SelectAll void SelectAll( ) 
Select all devices. 

SelectNone void SelectNone( ) 
Deselect all devices. 

SMD3 ソフトウェアに固有の機能は次のとおりです。 

bool Add（string serial） 
プロジェクトに新しいデバイスを追加します。 
デバイスが検出されてプロジェクトに追加された場合は true を返します。 シリ
アル： 
デバイスのシリアル番号。 

void ClearLog( ) Clear コマンド
ラインをクリア 

void ConnectAll( ) 
プロジェクト内のすべてのデバイスを接続 

void Delayms(int value) 
ミリ秒単位の遅延。 
値： 
最小：0 
最大：2 ^ 31 -1 
 

void DelaySeconds(int value) 
秒単位の遅延。 
値： 
最小：0 
最大：2147483 

void DisconnectAll( ) 
プロジェクト内のすべてのデバイスを切断 

void Log(string value) 
コマンドラインに値を出力 

bool Name(string serial, string name) 
デバイスの名前を変更します。 
デバイスが見つかり、名前が変更された場合は true を返します。 
シリアル： 
デバイスのシリアル番号。 
名前： 
デバイスの新しい名前。 

bool Remove(string serial) 
プロジェクトからデバイスを削除します。 
デバイスが検出され、プロジェクトから削除された場合は true を返します。 
シリアル： 
デバイスのシリアル番号。 

void RemoveAll( ) 
プロジェクトからすべてのデバイスを削除 

 
bool Select(string[ ] devices) 

要求されたすべてのデバイスが選択されている場合は true を返します。 
デバイス： 
デバイスの名前。 

void SelectAll( ) 
すべてのデバイスを選択 

void SelectNone( ) 
すべてのデバイスの選択を解除 



Functions that query the SMD3 and that are not also available as a serial command are listed below. Note that these all 
return an array rather than a single value, with each array element corresponding to the data from one SMD3. The order of 
the array elements corresponds to the order in which the SMD3 devices are selected. For example, suppose the “X-axis”, 
“Y-axis” and “Z-axis” named devices were selected with the command “smd.Select(“Z-axis”, ”X-axis”, ”Y-axis)”, to check the 
standby flag of the “X-axis” device, use MotorStandbyFlag()[1]. 
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機能 

BakeActiveFlag 
ベイクアウティブフラッグ 

説明 

bool[] BakeActiveFlag() 
ベイクモードが実行されている場合はtrueを返します。 

ConfigurationErrorFlag 
コンフィギュレーションエラーフラッグ 

bool[] ConfigurationErrorFlag() 
モーター構成が破損している場合はtrueを返します。 

EmergencyStopFlag 
エマージェンシーストップフラグ 

bool[] EmergencyStopFlag() 
モーターがソフトウェアによって無効にされている場合はtrueを返します。 

ExternalEnableFlag 
エクスターナルイネーブルフラッグ 

bool[] ExternalEnableFlag() 
外部イネーブル入力がハイの場合はtrueを返します。 

ExternalInhibitFlag 
エクスターナルインヒビットフラグ 

bool[] ExternalInhibitFlag() 
外部イネーブル入力がモーターを無効にしている場合はtrueを返します。 

IdentModeActiveFlag 
インデントモードアクティブフラグ 

bool[] IdentModeActiveFlag () 
identモードがアクティブな場合はtrueを返します。 

JoystickConnectedFlag 
ジョイスティックコネクテッドフラグ 

bool[] JoystickConnectedFlag() 
Returns true if the joystick is connected. 

LimitNegativeFlag 
リミットネガティッブフラグ 

bool[] LimitNegativeFlag() 
負の制限がアクティブな場合はtrueを返します. 

LimitPositiveFlag 
リミットポジティブプイラグ 

bool[] LimitPositiveFlag() 
正の制限がアクティブな場合はtrueを返します。 

MotorOverTemperatureFlag 
モータオーバーテンパラチアーフラグ 

bool[] MotorOverTemperatureFlag () 
モーターの温度が190°Cを超える場合はtrueを返します。 

MotorShortFlag 
モータショートフラグ 

bool[] MotorShortFlag() 
モーターの相間または相間短絡が検出された場合はtrueを返します。 

MotorStandbyFlag 
モータスタンバイフラグ 

bool[] MotorStandbyFlag() 
モーターが静止している場合はtrueを返します. 

TargetVelocityReachedFlag 
ターゲットベロシティリーチドフラグ 

bool[] TargetVelocityReachedFlag() 
モーターが目標ステップ周波数にある場合はtrueを返します。 

TemperatureSensorOpenFlag 
テンパラチアーセンサーオープンフラグ 

bool[] TemperatureSensorOpenFlag() 
選択した温度センサーが開回路の場合はtrueを返します。 

TemperatureSensorShortedFlag 
テンパラチアーセンサショーテッドフラグ 

 

bool[] TemperatureSensorShortedFlag() 
選択した温度センサーが短絡している場合はtrueを返します（熱電対には適用されま
せん） 

SMD3 を照会し、シリアルコマンドとしても使用できない関数を以下に示します。 これらはすべて、単一の値ではなく配列を返し、各配列要
素は 1 つの SMD3 からのデータに対応することに注意してください。 配列要素の順序は、SMD3 デバイスが選択される順序に対応しています。 
たとえば、「X 軸」、「Y 軸」、「Z 軸」という名前のデバイスが、コマンド「smd.Select（「Z 軸」、「X 軸」、「Y 軸」で選択されたとしま
す。 ）」、「X 軸」デバイスのスタンバイフラグを確認するには、MotorStandbyFlag（）[1]を使用します。 

ジョイスティックが接続されている場合は true を返します。 



6.4.1. スクリプトの例 
 
6.4.1.1. デバイスを追加し、デバイスのプロパティの名前を変更して設定します 
// Add device with serial number 20054-027 
smd.Add("20054-027"); 

// Set name of device with serial number 20054-027 to MyDevice 
smd.Name("20054-027","MyDevice"); 

// Select device with name MyDevice 
smd.Select("MyDevice"); 

// Set the acceleration and deceleration rate in Hz/s 
smd.Acceleration(100); 
smd.Deceleration(100); 

// Set the acceleration current smd.AccelerationCurrent(1.044); 

// Set the hold current smd.HoldCurrent(0); 

// Set the run current smd.RunCurrent(0.5); 

// Set the start frequency 
smd.StartFrequency(10); 

// Set the step frequency 
smd.StepFrequency(1000); 

// Set the frequency at which the drive transitions to full step 
smd.MicrostepTransition(500); 

// Set the micostep resolution 
smd.Resolution(64); 
 
 
6.4.1.2. モーターを動かして待つ 
// Select device with name MyDevice 
smd.Select("MyDevice"); 

// Set mode to remote 
smd.Mode(2); 

// Iterate for 10 times 
for (i = 0; i < 10; i++) { 

// Move motor +500 steps 
smd.MoveRelative(500); 

// Wait 2 seconds 
smd.DelaySeconds(2); 

// Move motor -500 steps 
smd.MoveRelative(-500); 

// Wait 5 seconds 
smd.DelaySeconds(5); 

} 
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6.4.1.3. 実際の位置カウンターの値を取得し、コマンドラインに記録します 
// Select device with name MyDevice 
smd.Select("MyDevice"); 

// Store actual position in a variable 
pact = smd.ActualPosition(); 

// Log result to command line 
smd.Log(pact[0]); 

 
6.4.1.4. モーターがスタンバイ状態かどうかを確認します 
// Select device with name MyDevice 
smd.Select("MyDevice"); 

// Store status flags in a variable 
status = smd.StatusFlags(); 

// Log a specific bit status of the selected device to the command line 
if(status[0] = status[0] & (0x1 << 6)){ 

smd.Log("Motor is in standby"); } 
else { 

smd.Log("Motor is 
running"); } 
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7. USB interface 
The SMD3 appears as a virtual COM port when plugged into a PC. Configuration and control may be performed via the 
provided SMD3 software, your own application or any terminal program. 

This section is only relevant if you are using terminal software or writing your own application. The provided SMD3 software 
interacts with the SMD3 in the same way and requires no specialist knowledge to use. A C# API is also provided, allowing 
you to easily integrate communication with the SMD3 into your own C# .NET application. This is available from our website, 
at https://arunmicro.com/products/smd3-stepper-motor-drive/. 
 
7.1. 構成 
 
The SMD3 uses a USB Type-C connector, which is both robust and reversible (it may be inserted either way up). The device 
appears as a virtual COM port on your PC. Configure the serial port as follows: 

• 115200 baud 
• 1 Stop bit 
• No parity 
• No flow control 

 
7.2. プロトコル 
 
A simple text-based protocol is used. Commands are sent to the SMD3, checked and executed, and a response returned. 
Wait for a response to the previous command before sending the next to avoid buffer overflow in the SMD3. Commands 
are in the form (Note that angle brackets are shown for clarity only, they are not part of the protocol): 
 

<mnemonic>,<argument 1>,<argument 2>,<argument n>…<CR><LF> 
And responses are in the form: 
 

<SFLAGS>,<EFLAGS>,<data 1>,<data 2>,<data n>…<CR><LF> 

If the command executed successfully, or: 
 

<SFLAGS>,<EFLAGS>,<error code><CR><LF> 
If the command failed to execute correctly. 
 
Where: 
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項目 

<mnemonic> 

説明 

コマンドを表す短い文字シーケンス。大文字と小文字は区別されません。 

<argument n> 0個以上のコマンド引数 

<data n> ゼロ以上の応答データ項目 

<error code> エラーコード。7.4.3を参照してください。 これには、ターミナルプログラムを介してSMD3を使用
するときに役立つ、エラーの番号とテキストの説明の両方が含まれます。 

<SFLAGS> 制限入力の状態やジョイスティックが接続されているかどうかなど、SMD3のステータスを表すフ
ラグのセット。 7.4.2を参照してください 

<EFLAGS> 無効なニーモニックやモータの過熱障害など、SMD3のエラー状態を表すフラグのセット。 0
を参照 

<CR><LF> メッセージターミネータ; キャリッジリターンとそれに続く改行（0x07,0x0D） 

SMD3 は、PC に接続すると、仮想 COM ポートとして表示されます。 構成と制御は、提供されている SMD3 ソフトウェア、独自のアプリケー
ション、または任意のターミナルプログラムを介して実行できます。 

このセクションは、ターミナルソフトウェアを使用している場合、または独自のアプリケーションを作成している場合にのみ
関係します。 提供されている SMD3 ソフトウェアは、同じ方法で SMD3 と対話し、使用するための専門知識は必要ありません。 
C＃API も提供されているため、SMD3 との通信を独自の C＃.NET アプリケーションに簡単に統合できます。 これは、当社の
Web サイト（https://arunmicro.com/products/smd3-stepper-motor-drive/）から入手できます。 

SMD3 は、堅牢でリバーシブルな USB Type-C コネクタを使用しています（どちらの方向にも挿入できます）。 デバイスは、PC
上で仮想 COM ポートとして表示されます。 シリアルポートを次のように構成します。 

単純なテキストベースのプロトコルが使用されます。 コマンドは SMD3 に送信され、チェックされて実行され、応答が返され
ます。 SMD3 でのバッファオーバーフローを回避するために、次のコマンドを送信する前に、前のコマンドへの応答を待ちま
す。 コマンドの形式は次のとおりです（山括弧はわかりやすくするためにのみ示されているものであり、プロトコルの一部で
はないことに注意してください）。 

そして、応答は次の形式になります。 

コマンドが正常に実行された場合、または： 

コマンドが正しく実行されなかった場合。 

場所 



カンマ分離 
All elements are comma-separated, except for the message terminator which immediately follows the last item. A response 
is always sent on receipt of a message terminator. If an argument was supplied with a command, for example, to set a 
value, the value set will be returned in the response and serves as an additional confirmation of the command having 
executed as expected. 

Many commands accept a real number argument when the underlying quantity is an integer, or finite set of real numbers. 
In this case, the supplied value being otherwise acceptable is rounded to the closest integer or real number from the 
allowed set, and it is this value that is returned in the response. 

空白 
Additional white space (tabs and spaces) are ignored except where they are surrounded by characters comprising the data 
item, in which case they will be considered as part of the data item itself. 
 
返すデータ項目はありません 
If there are no data items as part of a response, only the SFLAGS and EFLAGS are returned. If an error occurred, then this will 
be reflected in the EFLAGS. 
 
7.3. 引数の種類 
 
Arguments may be one or a mix of the following types, depending on the command. Data returned by the SMD3 uses the 
same types, which are always presented as indicated in the “SMD3 response” column. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Arun Microelectronics Ltd 2020. All rights reserved Page 35 of 66

タイプ 

INT 

コマンド名 

整数 

説明 

符号付きまたは符号なし
の整数値 

引数値の例  

100, -10, +7 

SMD3 応答 

負の値にのみ符号が含まれ
ています。  
 
E.g. 100, -10 

UINT 符号なし整数 符号なし整数値、符号な
し。 大文字と小文字を区
別しない16進表現も使
用できます 

99, 1000, 0xA74F, 0xd7 数値形式 
 

E.g. 100, 200 

大文字の2バイト16進形
式で返されるステータス
フラグとエラーフラグを
除いて、 

 

FLOAT 実数 記号の有無にかかわ
らず、実数。 大文字と
小文字を区別しない
科学的形式も使用で
きます 

10.23, 100e-3, 100E4, 10 科学的形式、小数点以下
5桁、および 
2桁の指数 

E.g. 1.23000E+04, 
5.76159E-10 

STRING ASCII文字列 0x20から0x7Eまでの
文字で構成される
ASCII文字列 

Abc123 
 

78-%^A 

ASCII文字列, 

E.g. “1234 abc”, “1 %” 

BOOL ブール値 バイナリ、真/偽の値 0, 1 E.g. 0, 1 

最後の項目の直後に続くメッセージターミネータを除いて、すべての要素はコンマで区切られます。 メッセージタ
ーミネータを受信すると、常に応答が送信されます。 たとえば、値を設定するコマンドで引数が指定された場合、
設定された値が応答で返され、コマンドが期待どおりに実行されたことの追加の確認として機能します。 

基礎となる数量が整数または有限の実数のセットである場合、多くのコマンドは実数引数を受け入れます。 この場
合、他の方法で受け入れられる指定された値は、許可されたセットから最も近い整数または実数に丸められ、応答
で返されるのはこの値です。 

追加の空白（タブとスペース）は、データ項目を構成する文字で囲まれている場合を除いて無視されます。その場
合、それらはデータ項目自体の一部と見なされます。 

応答の一部としてデータ項目がない場合は、SFLAGS と EFLAGS のみが返されます。 エラーが発生した場合、これ
は EFLAGS に反映されます。 

引数は、コマンドに応じて、次のタイプの 1 つまたは組み合わせにすることができます。 SMD3 によって返される
データは同じタイプを使用し、「SMD3 応答」列に示されているように常に表示されます。 



7.4. フラグ 
 
Error flags are reported by the SMD3 in hexadecimal format as explained above. E.g. a value of 0x0002 means bit 1 is set 
(TOPEN), indicating that the SMD3 has been disabled due to an open circuit temperature sensor. 
 
7.4.1. エラーフラグ (EFLAGS) 
 
These indicate error conditions and are latching (i.e. remain set even after the error condition that caused them no longer 
persists). Clear using the CLR command or by using the reset fault input. The motor is disabled if one or more error flags are 
set. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.2. ステータスフラグ (SFLAGS) 
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Bit 

0 

Name 

JSCON 

Description 

ジョイスティックが接続されています 

1 LIMIT NEGATIVE 制限入力がアクティブです（極性は構成可能であるため、アクティブは信号レベルが高
いまたは低いことを意味する場合があることに注意してください） 

2 LIMIT POSITIVE  

3 EXTEN 外部イネーブル入力状態 

4 IDENT IDモードがアクティブで、SMD3の識別を支援するために緑色のステータスインジケータが点
滅しています 

5 Reserved 予約済み、次のように読みます‘ ’ 

6 STANDBY モータは静止しています。 モード変更など、モータを最初に停止する必要
がある機能を実行する前に、このビットを確認してください。 

7 BAKE 実行中のベイクモード 

8 ATSPEED モータが目標速度にあるときに設定します 

9-15 Reserved 予約済み、次のように読みます‘ ’ 

ビット
it 

0 

フラグ名称 

TSHORT 

説明 

選択した温度センサーが短絡しています（熱電対には適用されません） 

1 TOPEN 選択した温度センサーは開回路です 

2 TOVR 選択した温度センサーが190°Cを超える温度を報告しており、巻線を保護す
るためにモータから電源が切断されています 

3 MOTOR SHORT モータの相間または相からアースへの短絡が検出されました 

4 EXTERNAL DISABLE 外部入力を介してモータが無効になっている 

5 EMERGENCY STOP ソフトウェアを介してモータが無効になっている 

6 CONFIGURATION ERROR モータ構成が破損しています 

7-15 Reserved 予約済み、次のように読みます‘ ’ 

エラーフラグは、上記で説明したように、SMD3 によって 16 進形式で報告されます。 例えば。 値 0x0002 は、ビット 1 が設定
されている（TOPEN）ことを意味し、開回路温度センサーが原因で SMD3 が無効になっていることを示します。 

これらはエラー状態を示し、ラッチしています（つまり、エラー状態の原因となったエラー状態が持続しなくなった後も設定
されたままです）。 CLR コマンドを使用するか、リセット障害入力を使用してクリアします。 1 つ以上のエラーフラグが設定
されている場合、モータは無効になります。 



7.4.3. エラーコード 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5. クイックリファレンス 
 
7.5.1. 一般 
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ニモニック  

SER 

説明 

シリアル番号を読む 

R 

● 

W 引数 参照 

FW ファームウェアのバージョン番号を読む ●    

CLR エラーフラグをクリアする  ●   

LOAD 保存した構成をロードします  ●   

STORE ストア構成  ●   

LOADFD 工場出荷時のデフォルトをロード  ●   

IDENT ステータスインジケータを点滅させてSMD3を識別します  ● BOOL 7.6.1.1 

MODE 動作モード ● ● UINT 7.6.1.2 

JSMODE ジョイスティックモード ● ● UINT 7.6.1.3 

AUTOJS JS接続でジョイスティックモードに自動切り替え ● ● BOOL 7.6.1.4 

EXTEN 使用される外部イネーブル ● ● BOOL 7.6.1.5 

FLAGS ステータスとエラーフラグの状態のASCIIテーブルを返します ●    

エラー 

-1 (Stop motor first) 
最初にモーターを停止しま

す 

説明 

解像度の変更や動作モードなどのいくつかのアクションでは、最初にモータを停止する
必要があります。 モータが停止し、ステータスレジスタのスタンバイフラグが設定され
る前にこのようなコマンドを実行しようとすると、このエラーが発生します。 

-2 (Argument validation) 
引数の検証 

コマンドに指定された引数が無効です。たとえば、許容範囲外です。. 

-3 (Unable to get) 
取得できません 

コマンドは書き込み専用であり、読み取りは無効です。 これは、読み取りが意味を持
たないRUNVなどのコマンドに適用されます。 

-5 (Action failed) 
アクションが失敗しました 

内部エラーが原因でコマンドを実行できませんでした。たとえば、設定が保存されて
いる内部フラッシュが寿命に達し、データを確実に書き込むことができません。 

-6 (Not possible in mode) 
モードでは不可能 

このコマンドは、このモードには適用できません。たとえば、ベイクモードでない
ときにRUNB を使用してベイクを開始しようとしています。 

-7 (Not possible when 
motor disabled) 

モーターが無効になっている（障害または外部イネーブルのため）。コマンドは、た
とえば RUNV.のようなモーションを開始するコマンドです。 

-101 (Argument type) 
引数の種類 

引数の型が間違っています。たとえば、整数値が必要な場所に非整数値が指定されまし
た。 

-102 (Argument count) 
引数数 

引数の数が正しくありません。指定された引数が少なすぎるか多すぎます。 



7.5.2. コマンドの動き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.3. モータ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.4. 入力を制限 
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ニモニック 

 

説明 

グローバルイネーブル 

R 

● 

W 

● 

引数 

BOOL 

参照 

7.6.4.1 

L+ 正の制限（制限1）を有効にする ● ● BOOL 7.6.4.2 

L- 負の制限（制限2）を有効にする ● ● BOOL 

LP+ 

LP- 

n極性を制限（アクティブハイの場合は0、アクティブローの場合は1） ● 

● 

● 

● 

BOOL 

BOOL 

7.6.4.3 

LP 正の制限（制限1）と負の制限（制限2）の両方の極性を制限し
ます（アクティブハイの場合は0、アクティブローの場合は1） 

 ● BOOL 7.6.4.4 

LSM トリガーされる制限を停止する方法 ● ● UINT 7.6.4.5 

ニモニック 

TSEL 

説明 

温度センサーの選択、T / CまたはRTD 

R 

● 

W 

● 

引数 

UINT 

参照 

7.6.3.1 

TMOT 温度（°C） ●   7.6.3.2 

IR アンペアで電流を流します ● ● FLOAT 7.6.3.3 

IA アンペア単位の加速電流 ● ● FLOAT 7.6.3.4 

IH アンペアで電流を保持 ● ● FLOAT 7.6.3.5 

PDDEL ミリ秒単位のパワーダウン遅延 ● ● FLOAT 7.6.3.6 

IHD ミリ秒単位のパワーダウンランプ遅延 ● ● FLOAT 7.6.3.7 

F フリーホイールモード ● ● UINT 7.6.3.8 

RES 分解能 ● ● UINT 7.6.3.9 

ニモニック 

RUNV 

説明 

モーター速度モードの移動 

R W 

● 

引数 

STRING 

参照 

7.6.2.1 

RUNA 移動モーター絶対位置決めモード  ● INT 7.6.2.2 

RUNR モーター相対位置決めモードの移動  ● INT 7.6.2.3 

RUNB ベイクモードをアクティブにする  ●  7.6.7 

RUNH ホームモードの手順を開始します  ● STRING 7.6.2.5 

STOP 現在のプロファイルに従ってモーターを停止します  ●  7.6.2.6 

SSTOP 現在のモーションプロファイルに関係なく、フルステップ位
置でモーターを1秒で停止します 

 ●  7.6.2.7 

ESTOP 緊急停止。 モーターをすぐに停止します  ●  7.6.2.8 



7.6. コマンドリファレンス（参照） 
 
7.6.1. 一般 
 
7.6.1.1. IDENT – ステータスインジケータが点滅 
設定またはクエリにより、そのステータスインジケータの点滅が有効になり、SMD3の識別に役立ちます。 

Command: IDENT, Enable<CR><LF> 
 

Query: IDENT<CR><LF> 
 
 
Arguments 

Enable BOOL 

The enable state. 

[0: Disable] 1: 
Enable 

 
Returns 
The enable state, as above. 

Examples 
Tx: IDENT,1<CR><LF> // Set ident function on 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
Tx: IDENT<CR><LF> // Query state of ident function Rx: 
0x0000,0x0000,1<CR><LF> 

 
 
7.6.1.2. MODE – 動作モードの選択 
動作モードを設定または照会します。 各モードの説明については、セクション5.2を参照してください。 

Command: MODE, Value<CR><LF> 
 

Query: MODE<CR><LF> 
 
 
Arguments 

Value UINT 

The operating mode. 

0: Step/direction 
1: Step/direction triggered velocity [2: 
Remote] 
3: Joystick 4: 
Bake 
5: Home 

 
Returns 
The mode, as above, followed by a space and the name of the mode in brackets. 

Remarks 
If the motor is moving when attempting to change the mode, a stop motor first error is returned and the mode is 
unchanged. 

Examples 
Tx: MODE,2<CR><LF> // Set mode to remote 
Rx: 0x0000,0x0000,2 (Remote)<CR><LF> 
Tx: MODE<CR><LF> // Query state of mode Rx: 
0x0000,0x0000,1 (Remote)<CR><LF> 
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7.6.1.3. JSMODE – ジョイスティックモード 
ジョイスティックモードを設定または照会します。 正確なシングルステップまたは連続回転を可能にするシングルステ
ップ、またはモータを動かすためにボタンを1回押すだけで済む連続から選択します。 

Command: JSMODE, Mode<CR><LF> 
 

Query: JSMODE<CR><LF> 
 
 
Arguments 

Mode UINT 

The joystick mode. 

[0: Single step] 1: 
Continuous 

 
Returns 
The mode, as above. 

Remarks 
セットでは、モータがスタンバイ状態である必要があります。そうでない場合、モータ停止の最初のエラーが返されます。. 

シングルステップモードでは、ボタンを短く押すと（<0.5秒）その方向に1ステップ実行され、ボタンを0.5秒以上押す
とモータが回転速度まで加速し、ボタンがボタンまでその方向に回転し続けます。 が解放されると、モータは減速し
て停止します。 

連続モードでは、ボタンを短く押すとモーターがトリガーされ、旋回速度まで加速します。 その後同じボタンを押す
と、減速して停止します。 たとえば、モーターが反時計回りに回転しているときに時計回りのボタンを押すと、モー
ターは方向を変える前に最初に減速して停止します。 

Examples 
Tx: JSMODE,1<CR><LF> // Set JSMODE to continuous 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
Tx: JSMODE<CR><LF> // Query state of JSMDOE Rx: 
0x0000,0x0000,1<CR><LF> 

 
 
7.6.1.4. AUTOJS – ジョイスティックモードへの自動切り替え 
自動切り替えをジョイスティックモードに設定または照会します。 有効にすると、SMD3は自動的にジョイスティック
モードに切り替わり、ジョイスティックを外すと前のモードに戻ります。 

Command: AUTOJS, Enable<CR><LF> 

Query: AUTOJS<CR><LF> 

 
Arguments 

Enable BOOL 

The enable state. 

[0: Disable] 1: 
Enable 

 
Returns 
The Enable, as above. 

Examples 
Tx: AUTOJS,1<CR><LF> // Set AUTOJS on 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
Tx: AUTOJS<CR><LF> // Query state of AUTOJS function Rx: 
0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
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7.6.1.5. EXTEN – 外部イネーブル使用しますか? 
外部イネーブル信号を使用するかどうかを設定または照会します。 

Command: EXTEN, Used<CR><LF> 
 

Query: EXTEN<CR><LF> 
 
 
Arguments 

Used BOOL 

External enable signal. 

[0: False] 1: 
True 

 
Returns 
True if the external enable signal is used. 

Remarks 
外部イネーブル入力では、I / OコネクタのSDECOMとENの間に電圧を印加する必要があります。これは、イネーブル入
力を使用したくない場合に不便になる可能性があります。 その場合は、引数をfalseに設定してこのコマンドを送信し、イ
ネーブル入力を無効にします。 

Examples 
Tx: EXTEN,1<CR><LF> // Set EXTEN on 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
Tx: EXTEN<CR><LF> // Query state of EXTEN function Rx: 
0x0000,0x0000,1<CR><LF> 

 
 
7.6.2. Command movement 
 
7.6.2.1. RUNV – 実行、速度 
速度モードを使用してモーターを移動するコマンド。 

Command: RUNV, Direction <CR><LF> 
 
 
Arguments 

Direction String 

Direction velocity motion. 

‘+’: Positive ‘-’: 
Negative 

 
Remarks 
プロファイルが設定されていることを確認します. 

Examples 
Tx: RUNV,+<CR><LF> // Start velocity mode to the positive direction 
Rx: 0x0000,0x0000<CR><LF> 
Tx: RUNV,-<CR><LF> // Start velocity mode to the negative direction Rx: 
0x0000,0x0000<CR><LF> 
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7.6.2.2. RUNA – 実行、絶対位置 
位置決めモードを使用してモーターを絶対位置に移動するコマンド。 

Command: RUNA, Absolute <CR><LF> 
 
 
Arguments 

Absolute INT 

 
 

Minimum: -223-1 Maximum: 
223-1 

 
Remarks 
プロファイルが設定されていることを確認します。. 

Examples 
Tx: RUNA,1000<CR><LF> 
Rx: 0x0000,0x0000<CR><LF> 
Tx: RUNA,-1000<CR><LF> Rx: 
0x0000,0x0000<CR><LF> 

 
 
7.6.2.3. RUNR - 実行、相対位置 
ポジショニングモードを使用してモータを相対位置に移動するコマンド。 

Command: RUNR, Relative <CR><LF> 
 
 
Arguments 

Relative INT 

 
 

Minimum: -223-1 Maximum: 
223-1 

 
Remarks 
コマンドでは、モーターがスタンバイ状態である必要があります。そうでない場合、モーター停止の最初のエラーが
返されます。 プロファイルが設定されていることを確認します。 

Examples 
Tx: RUNR,2000<CR><LF> 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
Tx: RUNR,-2000<CR><LF> 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 

 
 
7.6.2.4. RUNB – ベイクを実行します 
ベイクモードを開始するコマンド。 

Command: RUNB<CR><LF> 
 
 
Remarks 
最初にベイクするようにモードを設定します。 ベイクモードを停止するには、STOPコマンドを送信します. 

Examples 
Tx: RUNB,2000<CR><LF> // Start bake mode 
Rx: 0x0000,0x0000<CR><LF> 
Tx: STOP<CR><LF> // Stop bake mode 
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// Start relative positioning mode, move 2000 steps 
to the positive direction 
// Start relative positioning mode, move 2000 steps to
the negative direction 

// Start absolute positioning mode, move to the step 
position 1000 
// Start absolute positioning mode to the step 
position -1000 



Rx: 0x0000,0x0000<CR><LF> 

7.6.2.5. RUNH – ホームからリミットスイッチ 
ホーム手順を開始するコマンド。指定された方向のリミットスイッチがトリガーされるまでモーターが指定された方
向に移動し、その時点でホーミング手順が開始されます。5.7を参照してください。 

Command: RUN, Direction <CR><LF> 
 
 
Arguments 

Direction String 

Direction velocity motion. 

‘+’: Positive ‘-’: 
Negative 

 
Remarks 
プロファイルが設定され、モードがホームモードであることを確認します. 

Examples 
Tx: RUNH,+<CR><LF> // Start homing mode to the positive direction 
Rx: 0x0000,0x0000<CR><LF> 
Tx: RUNH,-<CR><LF> // Start homing mode to the negative direction Rx: 
0x0000,0x0000<CR><LF> 

 
 
7.6.2.6. STOP – モータ停止 
現在のプロファイルに従って移動を停止するようにモータに命令します。. 

Command: STOP<CR><LF> 
 
 
Remarks 
モータを停止する減速フェーズ中に、加速または減速を変更すると、停止フェーズが中断されます。 コマンドを再送
信して、モータ停止フェーズを再開します。 

Examples 
Tx: STOP<CR><LF> // Stop the motor 
Rx: 0x0000,0x0000<CR><LF> 

 
 
7.6.2.7. SSTOP – 1秒でモータを停止します 
モータに1秒で動作を停止するように命令します。 

Command: SSTOP<CR><LF> 
 
 
Remarks 
このコマンドは、プロファイルで設定された減速度を考慮しません。 代わりに、実際の速度に従って、1秒で停止する
ために必要な減速度を計算します。 モータはフルステップ位置で停止します。 負荷を停止するのにこの期間よりも長
い時間が必要な場合、ステップが失われる可能性があります。 

Examples 
Tx: SSTOP<CR><LF> // Stop the motor in 1 seconds 
Rx: 0x0000,0x0000<CR><LF> 
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7.6.2.8. ESTOP – 緊急停止 
コマンドはすぐに停止し、モータを無効にします。 これは安全インターロックとして信頼されるべきではないことに注意してください. 

Command: ESTOP<CR><LF> 
 
 
Remarks 
モータは小数ステップ位置で停止する場合がありますが、モータの電源が切断され、モータがフルステップ位置にス
ナップするため、これは関係ありません。 ステップが失われる可能性があります。 

Examples 
Tx: ESTOP<CR><LF> // Stop the motor immediately 
Rx: 0x0000,0x0000<CR><LF> 

 
 
7.6.3. Motor 
 
7.6.3.1. TSEL – 温度センサーの選択 
AMLモータは、Kタイプ熱電対またはPT100RTDと一緒に注文できます。 モータに適したオプションを選択してください。 

Command: TSEL, SensorType<CR><LF> 

Query: TSEL<CR><LF> 

 
Arguments 

SensorType UINT 

Motor temperature sensor type. 

[0: Thermocouple] 1: 
RTD 

 
Returns 
上記のように選択された温度センサータイプ 

Remarks 
機能している温度センサーが選択したセンサー接続に接続されていない限り、ドライブはモータを実行できません。 必
ず正しいタイプを選択してください。 

Examples 
Tx: TSEL,0<CR><LF> // Select thermocouple sensor 
Rx: 0x0000,0x0000,0<CR><LF> 
Tx: TSEL<CR><LF> // Queue the state of temperature sensor Rx: 
0x0000,0x0000,0<CR><LF> 

 
7.6.3.2. TMOT – モータ温度 
モータ温度を照会する。 

Query: TMOT<CR><LF> 

 
Returns 
モータの温度（°C）。1°Cに最も近い値に丸められます。 

Remarks 
報告された温度は、モータの温度を監視することのみを目的としており、真空システム内の他の目的に依存するべき
ではありません。 

Examples 
Tx: TMOT<CR><LF> // Query motor temperature 
Rx: 0x0000,0x0000,25<CR><LF> // Response is 25 degree Celsius 
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7.6.3.3. IR – 動作電流 
モータの運転電流を設定または照会します。 

Command: IR, RunCurrent<CR><LF> 
 

Query: IR<CR><LF> 
 
 
Arguments 

RunCurrent FLOAT 

The motor run current in amps rms. 

[Default: 1.044] 
Minimum: 0 
Maximum: 1.044 

 
Returns 
モータの動作電流はアンペアrmsで、1.044 A / 31（約33 mA）の最も近い倍数に丸められます。 

Remarks 
TIRはIA以下に設定する必要があります。 これはSMD3によって実施されます。 IRを変更するとIAより大きくなる場合、
IAは自動的にIRと等しくなるように調整されます。 

 
 
Examples 
Tx: IR,1<CR><LF> // Set run current to 1A 
Rx: 0x0000,0x0000,1.0000E+00<CR><LF> 
Tx: IR<CR> < L F >  / /  Q u e r y  r u n  c u r r e n t  R x :  
0x0000,0x0000,1.0000E+00<CR><LF> 

 
 
7.6.3.4. IA – 加速電流 
モータの加速/減速電流を設定または照会します。 

Command: IA, AccCurrent<CR><LF> 
 

Query: IA<CR><LF> 
 
 
Arguments 

AccCurrent FLOAT 

The motor acceleration current in amps rms. 

[Default: 1.044] 
Minimum: 0 
Maximum: 1.044 

 
Returns 
1.044 A / 31（約33 mA）の最も近い倍数に丸められたアンペアrms単位のモータ加速電流。 

Remarks 
IAはIR以上に設定する必要があります。 IAがIRより小さい場合、SMD3はIAを強制的にIRと一致させません。 

Examples 
Tx: IA,1.044<CR><LF> // Set acceleration current to 1.044 A 
Rx: 0x0000,0x0000,1.0440E+00<CR><LF> 
Tx: IA<CR><LF> // Query acceleration current Rx: 
0x0000,0x0000,1.0440E+00<CR><LF> 
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7.6.3.5. IH – 保持電流 
モータ保持電流を設定または照会します。 アプリケーションで許可されている場合は、PDDEL、IHD、およびIH
をゼロに設定して、停止後の実行電流をできるだけ早くゼロに減らし、モータの温度上昇を最小限に抑えます。 

Command: IH, HoldCurrent<CR><LF> 
 

Query: IH<CR><LF> 
 
 
Arguments 

HoldCurrent FLOAT 

The motor hold current in amps rms. 

[Default: 0] 
Minimum: 0 
Maximum: 1.044 

 
Returns 
モータの保持電流はアンペアrmsで表され、1.044 A / 31（約33 mA）の最も近い倍数に丸められます。 

Examples 
Tx: IH,0.5<CR><LF> // Set hold current to 0.5A 
Rx: 0x0000,0x0000,5.0000E-01<CR><LF> 
Tx: IH<CR><LF> // Query h o l d  c u r r e n t  R x :  
0x0000,0x0000,5.0000E-01<CR><LF> 

 
 
7.6.3.6. PDDEL – パワーダウン遅延 
停止が発生してからモータ電流が加速電流から保持電流に減少するまでの遅延時間を設定または照会します。 図1を
参照してください。アプリケーションで許可されている場合は、PDDEL、IHD、およびIHをゼロに設定して、停止後
できるだけ早く実行電流をゼロに減らし、モータの温度上昇を最小限に抑えます。 

Command: PDDEL, Duration<CR><LF> 
 

Query: PDDEL<CR><LF> 
 
 
Arguments 

Duration FLOAT 

The power-down delay in milliseconds. 

[Default: 0] 
Minimum: 0 
Maximum: 5570 

 
Returns 
最も近い設定可能な値に丸められたパワーダウン遅延. 

Examples 
Tx: PDDEL,100<CR><LF> // Set PDDEL to 100 ms 
Rx: 0x0000,0x0000,1.0000E+02<CR><LF> 
Tx: PDDEL<CR><LF> // Query PDDEL Rx: 
0x0000,0x0000, 1.0000E+02<CR><LF> 
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7.6.3.7. IHD – 電流削減遅延 
実行電流が電流を保持するために減少するときに発生する電流減少ステップごとの遅延を設定または照会します。 図1
を参照してください。アプリケーションで許可されている場合は、PDDEL、IHD、およびIHをゼロに設定して、停止後
できるだけ早く実行電流をゼロに減らし、モータの温度上昇を最小限に抑えます。. 

Command: IHD, Duration<CR><LF> 

Query: IHD<CR><LF> 

 
Arguments 

Duration FLOAT 

The delay per current reduction step in milliseconds. 

[Default: 0] 
Minimum: 0 
Maximum: 327 

Returns 
電流低減ステップごとの遅延. 

Remarks 
セクション5.3.3の「スタンバイ状態への移行」も参照してください。 

Examples 
Tx: IHD,327<CR><LF> // Set IHD to 327 ms 
Rx: 0x0000,0x0000,3.2700E+02<CR><LF> 
T x :  I H D < C R > < L F >  / /  Q u e r y  I H D  R x :  
0x0000,0x0000,3.2700E+02<CR><LF> 

 
 
7.6.3.8. F – フリーホイールモード 
フリーホイールモードを設定または照会します。 モーターがスタンバイ状態のときにパッシブブレーキまたはフリーホイールを使用す
るオプションを設定します。 この機能は、「IH」が0のときに有効にできます。「PDDEL」と「HD」で指定された期間が経過すると、
目的のオプションがアクティブになります。 

Command: FW, Mode<CR><LF> 

Query: FW<CR><LF> 

 
Arguments 

Mode UINT 

The freewheel mode: 

[0: Normal ] 1: 
Freewheel 
2: Phases shorted to GND 

 
Returns 
上記のフリーホイールモードの選択. 

Remarks 
フリーホイールモードを使用して、モーター電流がゼロのときにモーターシャフトが自由に回転できるようにします。 GNDオプショ
ンに短絡された相はモーターに電力を供給しませんが、相を一緒に短絡することによって保持トルクが生成され、モーターシャフトは
動きに対してかなりの抵抗を提供します。 これは、多くのアプリケーションで保持電流の必要性を排除するのに十分であり、モータ
ー相が通電されていないために熱が発生しないという利点があります。 

Examples 
Tx: F,1<CR><LF> // Set F to freewheel 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
T x :  F < C R > < L F >  / /  Q u e r y  s t a t e  o f  F  R x :  
0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
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7.6.3.9. RES - 分解能 
マイクロステップを設定します。 ドライブは、ステップ/方向を除くすべてのモードでフルステップ位置でのみ停止する可能性があり
ますが、マイクロステッピングは、ゆっくりとした動きの共振を低減するため、依然として望ましいものです。 ここで設定した分解
能に関係なく、フルステップ分解能は常に指定されたステッピングレートを超えて使用されることに注意してください。セクションの
コマンド[THIGH]を参照してください。 7.6.5.10. 

Command: RES, Resolution<CR><LF> 

Query: RES<CR><LF> 
 
Arguments 

Resolution UINT 

The microstep resolution as an integer. 

[Default: 32] 
Possible values 8, 16, 32, 64, 128, 256 

Returns 
The microstep resolution, as above. 

Remarks 
クエリはいつでも適用できます。セットではモーターがスタンバイ状態である必要があります。 

解像度は、ステップ/方向インターフェースを含め、グローバルに適用されます。 ステップ/方向インターフェースの各ステップは、こ
こで設定された解像度に従って1 / 8、1 / 16、1 / 32などのステップを生成します。 

設定可能なステップ周波数を超えると、ドライブはここで指定されたマイクロステッピング分解能からフルステップモードに切り替わ
ります。 7.6.5.10を参照してください。 

Examples 
Tx: RES,256<CR><LF> // Set resolution to 256 
Rx: 0x0000,0x0000,256<CR><LF> 
Tx: RES<CR><LF> // Query resolution Rx: 
0x0000,0x0000,256<CR><LF> 

 
7.6.4. Limit inputs 
 
7.6.4.1. L – Limits global enable 
制限入力のグローバル有効化を設定または照会します。 これは他の制限構成設定には影響せず、制限を必要に応じて構成し、必要に応
じてグローバルに有効または無効にすることができます。 

Command: L, Enabled<CR><LF> 

Query: L<CR><LF> 
 
Arguments 

Enabled BOOL 

Enable state of limits. 

[0: Disable] 1: 
Enable 

 
Returns 
制限がグローバルに有効になっている場合はTrue. 

Remarks 
このオプションは、制限をグローバルに有効または無効にします。 残りの制限設定は変更されません. 

Examples 
Tx: L,0<CR><LF> // Set global enable of limits to disable 
Rx: 0x0000,0x0000,0<CR><LF> 
Tx: L<CR><LF> // Query state of global enable of limits Rx: 
0x0000,0x0000,0<CR><LF> 
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7.6.4.2. L+, L- 個別リミット有効 
Lxの有効化を設定または照会します。ここで、「x」は「+」または「-」です。 

Command: Lx, Enabled<CR><LF> 
 

Query: Lx<CR><LF> 
 
 
Arguments 

Enabled BOOL 

Enable state of limit n. 

[0: Disable] 1: 
Enable 

 
Returns 
制限nが有効になっている場合はTrue. 

Remarks 
L +は、位置の増分をもたらす移動に関連するLIMIT 1を指し、L-は、位置カウンターをデクリメントする移動に関連する
LIMIT2を指します。 

Examples 
Tx: L+,1<CR><LF> // Set positive limit enable 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
Tx: L+<CR><LF>                 // Query state of positive limit enable 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 

 
 
7.6.4.3. LP+, LP- 個々のリミット極性 
LPxの極性を設定または照会します。ここで、「x」は「+」または「-」です。 制限はデフォルトでアクティブ・ローです。 このオプシ
ョンを使用して、リミットをアクティブ・ローに設定します。 

Command: LPx, ActiveLow<CR><LF> 
 

Query: LPx<CR><LF> 
 
 
Arguments 

ActiveLow BOOL 

Polarity of LPx. 

[0: Active high] 1: 
Active low 

 
Returns 
上記のLPxの極性. 

Remarks 
LP +はLIMIT1の極性を指し、LP-はLIMIT2の極性を指します。 

Examples 
Tx: LP-,1<CR><LF> // Set negative limit polarity to active low 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
Tx: LP-<CR><LF>                    // Query state of negative limit polarity 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
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7.6.4.4. LP – Global limit polarity 
L +とL-の両方の極性を設定します。 制限はデフォルトでアクティブになっています。 このオプションを使用して、制限をアクティブに低
くします. 

Command: LP, ActiveLow<CR><LF> 
 
Arguments 

ActiveLow BOOL 

Polarity of LP. 

[0: Active high] 1: 
Active low 

 
Returns 
上記のように、LPの極性. 

Remarks 
LP +はLIMIT1の極性を指し、LP-はLIMIT2の極性を指します. 

Examples 
Tx: LP,1<CR><LF> // Set negative and positive limit polarity to active low 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
Tx: LP-<CR><LF> // Query state of negative limit polarity Rx: 
0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
Tx: LP+<CR><LF> // Query state of positive limit polarity Rx: 
0x0000,0x0000,1<CR><LF> 

 
 
7.6.4.5. LSM – リミットストップモード 
停止モードを設定または照会します。 制限がトリガーされたときの動作を決定します. 

Command: LSM, Mode<CR><LF> 
 

Query: LSM<CR><LF> 
 
 
Arguments 

Mode UINT 

ストップモード. 

0: ハードストップ; 制限がトリガーされると、モータはすぐに停止します                                                                                           
[1: ソフトストップ; モータはプロファイルに従って減速します] 

 
Returns 
上記の停止モード. 

Remarks 
When using hard stop, keep in mind that steps may be lost depending on the slewing speed and load on the motor. Treat 
position counters with caution until the true position has been established. Conversely, when using soft stop, ensure that 
the motor can decelerate to a stop before the physical end of travel is reached and steps are lost. 

Examples 
Tx: LSM,1<CR><LF> // Set limits stop mode to soft stop 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
Tx: LSM<CR><LF> // Query state of limits stop mode Rx: 
0x0000,0x0000,1<CR><LF> 

 
 
 
 
© Arun Microelectronics Ltd 2020. All rights reserved Page 51 of 66

ハードストップを使用する場合は、旋回速度やモータの負荷によってはステップが失われる場合がありますのでご注意ください。 真の位置
が確立されるまで、位置カウンタを慎重に扱ってください。 逆に、ソフトストップを使用する場合は、移動の物理的な終わりに到達してス
テップが失われる前に、モータが減速して停止できることを確認してください。 



7.6.5. Profile 
 
7.6.5.1. AMAX - Acceleration 
加速度をHz /秒（1秒あたりのステップ数）で設定または照会します。 

Command: AMAX, Acceleration<CR><LF> 

Query: AMAX<CR><LF> 
 
Arguments 

Acceleration FLOAT 

The acceleration in Hz/s. 

[Default: 
Minimum: 

 
ここで、分解能はマイクロステップ分解能です。 8, 16, 32, 64, 128 or 256 

Maximum: 
 

ここで分解能はマイクロステップ分解能です。 8, 16, 32, 64, 128 or 256 

Returns 
ユーザー定義のAMAX（データ1）と変換後の実際の値（データ2）. 

Remarks 
最大加速度はモータの分解能に依存することに注意してください。 したがって、解像度を変更する場合、SMD3は加速度値を検証し、
必要に応じて加速度値を変更して、上記の式に従って制約する場合があります。. 

Examples 
Tx: AMAX,150<CR><LF> 
Rx: 0x0000,0x0000,1.5000E+02,1.4988E+02<CR><LF> 
Tx: AMAX<CR><LF> 
Rx: 0x0000,0x0000,1.5000E+02,1.4988E+02<CR><LF> 

 
 
 
7.6.5.2. DMAX - Deceleration 
減速度をHz /秒（1秒あたりのステップ数）で設定または照会します。 

Command: DMAX, Deceleration<CR><LF> 

Query: DMAX<CR><LF> 
 
Arguments 

Deceleration FLOAT 
 
 

100] 65.48361853 
ここで、分解能はマイクロステップ分解能です 8, 16, 32, 64, 128 or 

 
 
 
 

ここで、分解能はマイクロステップ分解能です 8, 16, 32, 64, 128 
or 256 

Returns 
ユーザー定義のDMAX（データ1）と変換後の実際の値（データ2）. 

Remarks 
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The deceleration in Hz/s. 

[Default: 
Minimum: 

 
 
 

Maximum: 
256 65.48361853(216 - 1) × 

// Set acceleration to 150Hz/s 
 
// Note that the target value of 150 
has been adjusted to the closest real 
value, which deviates from the 
requested value by 0.12 Hz/s 

100] 65.48362 

65.48362(216 - 1) × 



最大減速度はモータの分解能に依存することに注意してください。 したがって、分解能を変更する場合、SMD3は減速度値を検
証し、必要に応じて減速度値を変更して、上記の式に従って拘束することができます。 

Examples 
Tx: DMAX,150<CR><LF> // Set deceleration to 150Hz/s 
Rx: 0x0000,0x0000,1.5000E+02,1.4988E+02<CR><LF> 
T x :  D M A X < C R > < L F >  / /  Q u e r y  d e c e l e r a t i o n  R x :  
0x0000,0x0000,1.5000E+02,1.4988E+02<CR><LF> 

7.6.5.3. VSTART – スタート周波数 
開始周波数をHzで設定または照会します. 

開始周波数は初期ステップレートであり、モータが慣性を克服してスムーズに動き始めるのに役立ちます。 開始周波数
がゼロの場合、最初の数ステップの持続時間は、モータが最初のステップで慣性を克服し、しばらくの間効果的に停止
し、2番目のステップでモータが動き続けるのに十分な頻度になるまで.もう一度慣性を克服する必要があるほど長くな
る可能性があります。 、 

Command: VSTART, StartFrequency<CR><LF> 

Query: VSTART<CR><LF> 

 
Arguments 

StartFrequency FLOAT 

The start frequency in Hz. 

[Default: 0] 
Minimum: 0 
Maximum: 15 kHz, when resolution is 8. 

0.7152557373 (218 - 1) × 
When resolution is 16, 32, 64, 128 or 256. 

 
Returns 
ユーザー定義のVSTART（データ1）と変換後の実際の値（データ2）。 

Remarks 
VSTARTはVSTOP以下に設定する必要があります。 これはSMD3によって実施されます。 VSTARTを変更してVSTOPより大き
くした場合、VSTOPはVSTARTと等しくなるように自動的に調整されます。. 

VSTARTは、VMAX以下に設定する必要があります。 VSTARTがVMAXより大きい場合、SMD3はVSTARTをVMAXと一致させ
ることはありません。 

Examples 
Tx: VSTART,0<CR><LF> // Set VSTART to 0 Hz 
Rx: 0x0000,0x0000,0.0000+00,0.0000+00<CR><LF> 
T x :  V S T A R T < C R > < L F >  / /  Q u e r y  V S T A R T  R x :  
0x0000,0x0000,0.0000+00,0.0000+00<CR><LF> 

 
7.6.5.4. VSTOP – 停止周波数 
Set or query the stop frequency in Hz. 

停止周波数は、減速ランプが終了する周波数です。 つまり、減速ランプは、目標周波数から直線的に0まで下がるのでは
なく、目標周波数から停止周波数まで直線的に下がります。 

Command: VSTOP, StopFrequency<CR><LF> 

Query: VSTOP<CR><LF> 

 
Arguments 

StopFrequency FLOAT 

The stop frequency in Hz. 

[Default: 10] 
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Minimum: 1 
Maximum: 15 kHz, when resolution is 8. 

0.7152557373 (218 - 1) × 
When resolution is 16, 32, 64, 128 or 256. 

 
Returns 
ユーザー定義のVSTOP（データ1）と変換後の実際の値（データ2）。 

Remarks 
VSTOPは、VSTART以上に設定する必要があります。 これはSMD3によって実施されます。 VSTOPへの変更によってVSTART
よりも小さくなる場合、VSTARTはVSTOPと等しくなるように自動的に調整されます。 

VSTOPはVMAX以下に設定する必要があります。 VSTOPがVMAXより大きい場合、SMD3はVSTOPをVMAXと一致させるこ
とはありません。 
 
 
Examples 
Tx: VSTOP,10<CR><LF> // Set VSTOP to 10 Hz 
Rx: 0x0000,0x0000,1.0000+01,9.9996+00<CR><LF> 
Tx: VSTOP<CR><LF>                           // Query VSTOP 
Rx: 0x0000,0x0000,1.0000+01,9.9996+00<CR><LF> 

7.6.5.5. VMAX – Step frequency 
ターゲット周波数をHz単位で設定または照会します。 これは、モータが実行される最大速度です。 目標周波数に到達す
るのは、そうするのに十分な時間または距離がある場合のみです。 たとえば、短時間移動する場合、モータは、減速し
て停止する前に、目標周波数の一部までしか加速しない可能性があります。. 

Command: VMAX, TargetFrequency<CR><LF> 

Query: VMAX<CR><LF> 
 
 
Arguments 

TargetFrequency FLOAT 

The target frequency in Hz. 

[Default: 1 kHz] 
Minimum: 1 Hz 
Maximum: 15 kHz 

 
Returns 
ユーザー定義のVMAX（データ1）と変換後の実際の値（データ2） 

Remarks 
モータのトルクは速度とともに減少し、各モータは、同期性を確実に維持しながら達成できる異なる最大周波数を持ち
ます。（同期性が失われると、モータは指示されたステップを完了できず、真の位置と実際の位置が異なります）、駆
動している負荷によって異なります。. 

VMAXは、VSTARTおよびVSTOP以上に設定する必要があります。 VMAXがVSTARTおよびVSTOPより小さい場合、SMD3
はVMAXをVSTARTおよびVSTOPと一致させることはありません。 

 
 
Examples 
Tx: VMAX,1000<CR><LF> // Set VMAX to 1 kHz 
Rx: 0x0000,0x0000,1.0000E+03,1.0000E+03<CR><LF> 
T x :  V M A X < C R > < L F >  / /  Q u e r y  V M A X  R x :  
0x0000,0x0000,1.0000E+03,1.0000E+03<CR><LF> 
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7.6.5.6. VACT – 実際の頻度 
実際の周波数（モーターが現在回転している周波数）をHz（1秒あたりのステップ数）で照会します。 

Query: VACT<CR><LF> 
 
 
Returns 
モータが回転している周波数（Hz） 

Remarks 
この値はステッピングモーター制御ロジックから導出され、モータ自体からのフィードバックはありません。 したがっ
て、VACTが期待値を示し続けている間、モータが停止する可能性があります。 

Examples 
Tx: VACT<CR><LF> // Query state of blink 
Rx: 0x0000,0x0000,1.0000E+03<CR><LF> 

 
 
7.6.5.7. PACT – 実際の位置 
ステップで実際の位置を設定または照会します. 

モータを配置する通常の方法は、実際の位置をある基準値（通常は0）に初期化してから、目標位置を調整してモータを
動かすことです。 このように、RUNAを0に設定することにより、モータを最初の0の位置に戻すことができます。 絶対
参照を保持したまま相対移動を実行する場合は、7.6.5.8セクションのPRELコマンドを参照してください。. 

Command: PACTUAL, ActualPosition<CR><LF> 

Query: PACTUAL <CR><LF> 
 
Arguments 

TargetPosition INT 

The target position in steps. 

[Default: 0] 
Minimum: -223 

Maximum: 223-1 

Returns 
上記の絶対位置. 

Remarks 
クエリはいつでも適用できます。セットにはモータがスタンバイ状態である必要があります. 

Examples 
Tx: PACT<CR><LF> // Query actual position 
Rx: 0x0000,0x0000,1000.00<CR><LF> 
T x :  P A C T , 0 < C R > < L F >  / /  S e t  a c t u a l  p o s i t i o n  0  R x :  
0x0000,0x0000,0.00<CR><LF> 

 
 
7.6.5.8. PREL – 相対位置 
ステップで相対位置を設定または照会します. 

この機能を使用して、PACTを介した絶対位置への参照を保持しながら、相対移動を実行します。 希望の値を設定し、
RUNRコマンド（7.6.2.3を参照）を使用して移動を開始します。 

Command: PREL, RelativeDisplacement<CR><LF> 

Query: PREL <CR><LF> 
 
Arguments 
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RelativeDisplacement INT 

The target position in steps. 

[Default: 0] 
Minimum: -223 

Maximum: 223-1 

Returns 
上記の相対位置. 

Remarks 
クエリはいつでも適用できます。 セットには、モータがスタンバイ状態である必要があります。 

Examples 
Tx: PREL<CR><LF> // Query relative position 
Rx: 0x0000,0x0000,1000.00<CR><LF> 
T x :  P R E L , 0 < C R > < L F >  / /  S e t  r e l a t i v e  p o s i t i o n  0  R x :  
0x0000,0x0000,0.00<CR><LF> 

7.6.5.9. TZW – 待ち時間ゼロ 
ランプダウンして停止した後、次の移動を開始するまでの待機時間を設定または照会します. 

開始周波数と停止周波数に高い値を使用すると、その後反対方向に移動すると、VSTART + VSTOPに等しいジャークが
発生します。 モータがこれに追従できない場合があります。 TZWを使用して、2つの間に短い遅延を導入し、ジャーク
を排除できます。. 

Command: TZW, Duration<CR><LF> 
 

Query: TZW <CR><LF> 

Arguments 
Duration FLOAT 

The waiting time in milliseconds. 

[Default: 0] 
Minimum: 0 
Maximum: 2796 

 
Returns 
The zero wait time, as above. 

Remarks 
Examples 
Tx: TZW,100<CR><LF> // Set TZW to 100 ms 
Rx: 0x0000,0x0000,1.0000E+02<CR><LF> 
T x :  T Z W < C R > < L F >  / /  Q u e r y  T Z W  R x :  
0x0000,0x0000,1.0000E+02<CR><LF> 

 
 
7.6.5.10. THIGH – マイクロステップ移動 
フルステップ/マイクロステッピング遷移を設定または照会します。 周波数がこのしきい値（約）を下回ると、モータはフルステップ
から選択したマイクロステップ分解能に切り替わります。 SMD3は上限しきい値を自動的に決定し、ヒステリシスを適用して、2つの
ステッピングモード間で発生する可能性のあるジッターを回避します。 上限しきい値は調整できません . 
 
 

Command: THIGH, Threshold<CR><LF> 
 

Query: THIGH <CR><LF> 

Arguments 
Threshold FLOAT 
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Threshold in frequency Hz. 

[Default: 500 Hz] 
Minimum: 1 Hz 
Maximum: 46875 Hz 

 
 
Returns 
ユーザー定義のTHIGH（データ1）と変換後の実際の値（データ2） 

Remarks 
SMD3ソフトウェアは、参照用の上限しきい値を計算して表示しますが、上記のように調整することはできません。 

.Examples 

Tx: THIGH,500<CR><LF> // Set THIGH threshold to 500 Hz 
Rx: 0x0000,0x0000,5.0000E+02,5.0400E+02<CR><LF> 
T x :  T H I G H < C R > < L F >  / /  Q u e r y  T H I G H  R x :  
0x0000,0x0000,5.0000E+02,5.0400E+02<CR><LF> 

 
7.6.6. Step/Direction 
 
7.6.6.1. EDGE – Edge to step on 
ステップがステップ入力の立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの両方で発生するのか、それとも立ち上がりエッジだ
けで発生するのかを示す値を設定または照会します。 

Command: EDGE, Both<CR><LF> 
 

Query: EDGE <CR><LF> 

 
Arguments 

Both BOOL 

Step on both edges. 

[0:立ち上がりエッジのみ。 ステップは立ち上がりエッジでのみ発生]         
1:どちらも; 立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの両方でステップ発生 

 
 
Returns 
上記のように、ステップ入力が立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの両方をステップするように構成されている場合はTrue。. 

Remarks 
この機能を有効にすると、選択したステップレートを達成するために必要なクロックレートが半分になります。 EDGEコ
マンドは、ステップ/方向モード以外のモードでは無効になります. 

Examples 
Tx: EDGE,1<CR><LF> // Set EDGE to rising edge 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
T x :  E D G E < C R > < L F >  / /  Q u e r y  E D G E  R x :  
0x0000,0x0000,1<CR><LF> 

 
 
7.6.6.2. INTERP – ステップ補間 
ステップ入力を256マイクロステップに補間する必要があるかどうかを示す値を設定または照会します. 

Command: INTERP, Interpolate<CR><LF> 

Query: INTERP<CR><LF> 

 
Arguments 
 
 
© Arun Microelectronics Ltd 2020. All rights reserved Page 57 of 66



Interpolate BOOL 

256マイクロステップへのステップ入力の補間を有効にする. 

[0: Normal; each step input will cause one step at the current resolution] 1: 
Interpolate; each step input will be interpolated to 256 microsteps. 

 
Returns 
上記のように、補間モードがアクティブな場合はTrue. 

Remarks 
INTERPコマンドは、ステップ/方向モードで役立ちます。 この機能を有効にすると、ステップクロックレートが非常に高
くなるという欠点なしに、高解像度のマイクロステッピングの利点が得られます。 内部ロジックは、ステップが供給され
る速度を追跡し、それらを256マイクロステップに平滑化します. 

Examples 
Tx: INTERP,1<CR><LF> // Set interpolation to 256 microstep on 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 
Tx: INTERP<CR><LF>                        // Query INTERP 
Rx: 0x0000,0x0000,1<CR><LF> 

 
7.6.7. Bake 
 
7.6.7.1. BAKET – ベーキング温度設定値 
ベーク温度設定値を設定または照会します。 ベークを実行するには、MODEを使用してベークモードを選択してから、
RUNBを使用してベークを開始します。 STOPを使用してベークを終了します。 

Command: BAKET, Setpoint<CR><LF> 

Query: BAKET <CR><LF> 
 
 
Arguments 

Setpoint UINT 

Bake temperature setpoint. 

[Default: 150 °C] 
Minimum: 0 °C 
Maximum: 200 °C 

 
Returns 
上記のように、ベーキング温度値を°C設定 

Examples 
Tx: BAKET,100<CR><LF> // Set bake setpoint to 100 °C 
Rx: 0x0000,0x0000,100<CR><LF> 
Tx: BAKET<CR><LF>                      // Query BAKET 
Rx: 0x0000,0x0000,100<CR><LF> 
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8. VCSMの使用に関するガイダンス 
It is assumed that the reader is familiar with the production and handling of UHV components. The successful application of 
vacuum stepper motors requires an appreciation of their thermal as well as their mechanical properties. Compared to 
motors operated in air, the available cooling means for motors in vacuum are much less effective. 

Apart from extending the run time, operation at low temperature improves the outgassing performance of motors. 
Therefore, minimum running times and motor currents should always be pursued. Selection of the largest motor possible 
for the application will result in longer running times, lower motor temperature and lowest outgassing. 

Design mechanisms with balanced loads whenever possible or arrange that either the static friction in the system or the 
motor detent torque will hold position without the necessity of maintaining phase currents to produce a holding torque. The 
IH command may be used to reduce the phase currents and produce a holding torque which is intermediate between the 
pull-out torque and the detent torque. Refer to section 8.6 for a full description of power reduction techniques. 

Many applications that appear to require continuous running, for example, substrate rotation for ensuring uniformity of 
deposition or implantation, can be equally well performed by intermittent short periods of stepping at low duty cycle. 
Stepper motors should not be disassembled as this partially demagnetises the permanent magnet in the rotor and 
permanently reduces the torque. 
 
8.1. 動作温度と実行時間 
 
The maximum recommended running temperature of AML motors is 190 °C, as measured by the embedded type K 
thermocouple or RTD. 

Current D-series motors have published temperature and time graphs for typical operating conditions with the motor 
mounted by its flange. Continuous running can readily be achieved with care at medium phase currents. Run times at 
higher currents can be increased by additional heatsinking at the other end of the motor. 

Some AML motors are suitable for operation at 77 °K and they are believed to be suitable for use at lower temperatures. 
Because the resistance of the windings at low temperatures is small, the efficiency of the motor is much greater than at 
normal temperatures. A resistance of a few ohms should be connected in series with each winding, in order to present a 
normal load to the SMD3. The leads of the motor will be very brittle at low temperatures and should not be allowed to flex. 
The normal mechanical and electrical properties of all materials are recovered on return to room temperature. 
 
8.2. ガス放出とベイクアウト 
 
Newly installed motors will outgas, mainly due to water-vapour retention in polyimide. As this material is microporous the 
water is released rapidly, and the rate will subside after a few hours. The rate may be accelerated by running the motor to 
self-heat it. 
 
Baking at up to 200 °C is permissible, and a 24-hour bake at this temperature will normally reduce the outgassing to its 
minimum. 
 
Motors are typically operated at some distance from the chamber walls where the bakeout temperature is most often 
controlled. If the temperature indicated by the motor temperature sensor during bakeout is not high enough when the 
bakeout period is well advanced, it may be increased to 200 °C by using the bake mode, see section 5.2.5. This energises 
both phases, keeping the motor stationary in a half-step position. Phase current is modulated to achieve the programmed 
setpoint. Keeping the motor hot by this means while the rest of the vacuum system cools is recommended as this will 
prevent condensation on the motor. 
 
Where internal infra-red heaters are used for bakeout it is advisable to shield the motor from direct radiation and to 
achieve the desired temperature during bakeout by using the bake program, see section 5.2.5. 

Irreversible deterioration of the winding insulation will begin to occur above 230 °C and the motor may subsequently 
produce larger amounts of gas, even at lower temperatures. 
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読者が UHV コンポーネントの製造と取り扱いに精通していることを前提としています。 真空ステッピング モータのアプリケ
ーションを成功させるには、機械的特性だけでなく熱的特性を正しく評価する必要があります。 空中で作動するモータと比較
して、真空中のモータに利用できる冷却手段ははるかに効果的ではありません。 

実行時間の延長とは別に、低温での動作により、モータのアウトガス性能が向上します。 したがって、最小稼働時間とモータ
電流を常に追求する必要があります。 アプリケーションで可能な最大のモータを選択すると、稼働時間が長くなり、モータの
温度が下がり、アウトガスが最小限に抑えられます。 

可能な場合は常にバランスの取れた負荷を持つメカニズムを設計するか、システムの静止摩擦またはモータのディテント トル
クのいずれかが、保持トルクを生成するために相電流を維持する必要なしに位置を保持するようにします。 IH コマンドを使用
して、相電流を減らし、プルアウト トルクとディテント トルクの中間の保持トルクを生成することができます。 電力削減テク
ニックの詳細については、セクション 8.6 を参照してください。 

連続実行が必要と思われる多くのアプリケーション、たとえば、堆積または注入の均一性を確保するための基板回転は、低デュ
ーティ サイクルでの断続的な短いステップ実行によっても同様に十分に実行できます。 ステッピング モータを分解すると、ロ
ーターの永久磁石が部分的に減磁し、トルクが永久に低下するため、分解しないでください。 

組み込み型 K 熱電対または RTD で測定した AML モータの最大推奨動作温度は 190 °C です。 

現在の D シリーズ モータには、モータがフランジに取り付けられている一般的な動作条件の温度と時間のグラフが公開されて
います。 連続運転は、中相電流で注意を払うことで容易に実現できます。 モータのもう一方の端にヒートシンクを追加するこ
とで、より高い電流での実行時間を増やすことができます。 

一部の AML モータは 77 °K での動作に適しており、低温での使用に適していると考えられています。 低温時の巻線の抵抗が
小さいため、モータの効率は常温時よりもはるかに高くなります。 SMD3 に通常の負荷を与えるには、数オームの抵抗を各巻線
に直列に接続する必要があります。 モータのリード線は低温では非常に脆くなるため、曲げないようにしてください。 すべて
の材料の通常の機械的および電気的特性は、室温に戻すと回復します。 

新しく設置されたモータは、主にポリイミドの水蒸気保持により、ガス放出します。 この材料は微孔質であるため、水は急速
に放出され、その速度は数時間後におさまります。 モータを実行して自己加熱することにより、速度を加速することができま
す。 

200 °C までのベーキングが許容され、この温度で 24 時間ベーキングすると、通常、アウトガスは最小限に抑えられます。 

モータは通常、ベークアウト温度が最も頻繁に制御されるチャンバーの壁からある程度離れた場所で操作されます。 ベークア
ウト期間が十分に進んでいるときに、ベークアウト中にモータ温度センサーが示す温度が十分に高くない場合は、ベークモー
ドを使用して 200 °C に上げることができます。セクション 5.2.5 を参照してください。 これにより、両方の相が通電され、モ
ータがハーフステップ位置で静止したままになります。 プログラムされた設定値を達成するために、相電流が変調されます。 モ
ータの結露を防ぐため、真空システムの残りの部分が冷えている間、この方法でモータを高温に保つことをお勧めします。 

ベークアウトに内部赤外線ヒーターを使用する場合は、モータを直接放射から保護し、ベーク プログラムを使用してベーク
アウト中に希望の温度を達成することをお勧めします。セクション 5.2.5 を参照してください。 

巻線絶縁の不可逆的な劣化が 230 °C を超えると発生し始め、モータはその後、より低い温度でも大量のガスを生成する可能
性があります。 



8.3. レゾナンス（共振） 
 
Stepper motors are classic second-order systems and have one or more natural resonant frequencies. These are normally 
in the 50 – 100 Hz region for unloaded motors. Operation at step rates around these frequencies will excite the resonances, 
resulting in very low output torques and erratic stepping. Another set of resonances can occur in the 1 – 2 kHz region, but 
these do not normally present any practical problems. 
 
8.3.1. 負荷イナーシャ、摩擦および駆動特性 
 
The primary (lower) resonant frequency cannot be stated with any precision, since it is modified by the friction and inertia of 
the load, the temperature of the motor and by the characteristics of the drive. Coupling a load inertia reduces the resonant 
frequency and decreases the damping factor. Load friction increases damping. Because the drive circuits of the SMD3 
produce a controlled phase current this produces heavy damping. Drives which are voltage sources and which rely on the 
motor winding and other resistance to define the current have a lower damping factor. 

The effect of changing the damping on the single step response of the motor is shown in the diagram below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.2. 共振の制御 
 
The simplest method of controlling resonances is to avoid operation of the motor close to the resonant frequencies. It is 
usually possible to start a motor at rates in excess of 300 Hz if the load inertia is small, thereby completely avoiding the 
primary resonance. Resonances are not usually a problem when the motor speed is accelerating or retarding through the 
resonance frequency region. 

If it is necessary to operate at slow speeds or with large load inertia, using microstepping helps. It effectively increases the 
stepping rate by the step division factor and reduces the amplitude of the step transients that excite the resonances. This is 
shown in the diagram below. Because both phases are energised in microstepping there are some other processes of 
interchange of energy between the windings which do not occur in the single step mode and these increase the damping 
factor. 
 
In particularly difficult cases, modifying the step frequency at which transition from full stepping to microstepping occurs 
can be helpful. 

A typical motor response to a single step and to a single step subdivided into eight microsteps is shown in the diagram 
below. 
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ステッピング モータは古典的な 2 次システムであり、1 つ以上の固有共振周波数があります。 これらは通常、無負荷モータの 50 
～ 100 Hz の領域にあります。 これらの周波数付近のステップ レートで動作すると、共振が励起され、出力トルクが非常に低く
なり、ステッピングが不安定になります。 1 ～ 2 kHz の領域で別の一連の共振が発生する可能性がありますが、これらは通常、
実用上の問題を引き起こしません。 

一次 (低) 共振周波数は、負荷の摩擦と慣性、モータの温度、およびドライブの特性によって変更されるため、正確に述べるこ
とはできません。 負荷慣性を結合すると、共振周波数が低下し、減衰係数が低下します。 負荷の摩擦により減衰が増加します。 
SMD3 のドライブ回路は制御された相電流を生成するため、これにより大きな減衰が生じます。 電圧源であり、モータの巻線
やその他の抵抗に依存して電流を定義するドライブは、減衰係数が低くなります。 

ダンピングの変更がモーターのシングル ステップ応答に与える影響は、下の図に示されています。 

共振を制御する最も簡単な方法は、共振周波数に近いモータの動作を避けることです。 負荷慣性が小さい場合、通常は 300 Hz 
を超える速度でモータを始動することができ、それによって一次共振を完全に回避できます。 共振周波数領域でモータ速度が
加速または減速している場合、共振は通常問題になりません。 

低速または大きな負荷慣性で動作する必要がある場合は、マイクロステップの使用が役立ちます。 これは、ステップ分割係数
によってステップ レートを効果的に増加させ、共振を励起するステップ トランジェントの振幅を減少させます。 これを下図に
示します。 両方のフェーズがマイクロステップで励起されるため、シングルステップモードでは発生しない巻線間のエネルギ
ー交換の他のプロセスがあり、これらは減衰係数を増加させます。 

特に難しいケースでは、フル ステップからマイクロステップへの移行が発生するステップ周波数を変更すると役立つ場合があり
ます。 

単一のステップおよび 8 つのマイクロステップに細分化された単一のステップに対する典型的なモータ応答を下の図に示しま
す。 



8.4. VCSMで使用するためのメカニズム 
 
The following section is an introduction to this topic and is intended to indicate the major mechanical and vacuum 
considerations for various types of mechanisms. A working knowledge of mechanics and vacuum construction techniques 
is assumed. AML supply a range of standard mechanisms which can be customised, as well as designing custom 
mechanisms and components. 
 
8.4.1. 回転（位置制御） 
 
The load inertia coupled to the motor shaft should ideally be small compared to the rotor inertia of the motor. Load inertia 
up to two or three times that of the motor can be driven, without significant difference to the maximum start speed and 
acceleration which is achieved by the unloaded motor. Load inertia of around ten times that of the motor can be driven with 
absolute synchronism, provided care is taken over specifying the microstep and acceleration parameters. Larger inertia 
loads should be driven through reduction gearing. 

Significant loads should have their centre of gravity on their axis of rotation, unless they are rotating in a horizontal plane. 

Angular resolution at the motor shaft is limited to a single step of 1.8 °. The actual rest position within the step is determined 
mainly by the load friction and any torque imposed by the load on the motor at rest. If the rotor position is displaced  ° from 
the nominal step position, the restoring torque increases approximately in proportion to sin 100 ×  ° The maximum 
torque at the half step position is either the detent torque or the holding torque, depending on whether the motor is 
powered at rest. If the static friction and any torque due to an unbalanced load are known, this allows the rest position error 
to be estimated using the above approximation. The friction within the motor bearings is very low, so that a completely 
unloaded D42.2 motor will normally settle within 0.2 ° of the desired position if brought suddenly to rest from full stepping at 
300 Hz. 

Angular resolution may be improved by reduction gearing: this is discussed below. 
 
8.4.2. 回転（速度制御） 
 
In some applications, the precise position of a rotating load is not important or can be deduced by other means, but the 
speed of rotation may need to be controlled very precisely. Beam choppers and sample rotators for control of deposition 
uniformity are applications of this type. An increased load inertia may be desirable to smooth out the stepping action of the 
motor. Loads of up to about 1000 times the inertia of the motor can be controlled by using long acceleration ramps. Some 
steps may be lost during acceleration and retardation of such loads, but precise synchronism at constant stepping frequency 
is easily achieved and recognised. 

Significant rotating loads should be balanced, at least to the extent that the torque presented to the motor shaft is less than 
the detent torque of the motor. The motor torque requirement will then be dominated by that required to accelerate the 
load. 
 
A typical example of a large inertia load was a 1.5 kg disk of uniform section, 20 cm in diameter. This was directly coupled to 
a D42.2 motor and rotated continuously in vacuum at 30 RPM. 
 
8.4.3. Translation 
 
Translation may be produced by a leadscrew and nut, wire-and-drum or rack-and-pinion mechanisms. The choice depends 
on the precision, length of travel, force and speed required. Leadscrew-based translators are capable of exerting forces of 
kilograms with resolutions of a few microns per step. 

Accurate leadscrews are practical up to 400 mm long. With anti-backlash gearing between the motor and leadscrew 
resolution of one micron is practical. Anti-backlash nuts are not normally necessary for vertical motions. If a conventional 
nut is used with the leadscrew the load will be dominated by friction, especially if there is a reduction gear between the lead 
screw and the motor shaft which reduces the reflected load inertia. 
 
Because of the lubrication restrictions and the slow speeds of UHV mechanisms the static friction is usually much more 
significant than dynamic friction. The optimum material for nuts is phosphor bronze and for lead screws is stainless steel 
with a diamond-like coating (DLC). DLC has a very low coefficient of friction in vacuum. Burnishing or sputtering a layer of 
pure Molybdenum Disulphide on the leadscrew may be useful in reducing friction and wear. The typical coefficient of 
 
 
© Arun Microelectronics Ltd 2020. All rights reserved Page 61 of 66
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次のセクションは、このトピックの概要であり、さまざまなタイプのメカニズムの主要な機械的および真空に関する考慮事項
を示すことを目的としています。 力学および真空構造技術の実用的な知識が想定されています。 AML は、カスタマイズ可能な
さまざまな標準メカニズムを提供するだけでなく、カスタム メカニズムとコンポーネントを設計します。 

モータ シャフトに結合された負荷慣性は、理想的には、モータの回転子慣性と比較して小さくなければなりません。 モータの
最大 2 ～ 3 倍の負荷慣性を駆動でき、無負荷のモータによって達成される最大始動速度と加速度に大きな違いはありません。 マ
イクロステップと加速パラメータの指定に注意を払うと、モータの約 10 倍の負荷慣性を絶対同期で駆動できます。 より大きな
慣性負荷は、減速ギアを介して駆動する必要があります。 

大きな荷重は、水平面内で回転している場合を除き、重心が回転軸上にある必要があります。 

モータ シャフトの角度分解能は、1.8 ° のシングル ステップに制限されます。 ステップ内の実際の静止位置は、主に負荷の摩
擦と、停止中のモータの負荷によって課せられるトルクによって決まります。 回転子位置が公称ステップ位置から°ずれてい
る場合、復元トルクはほぼ比例して sin 100 ×°に増加します ハーフステップ位置での最大トルクは、モータに電力が供給され
ているかどうかに応じて、ディテントトルクまたは保持トルクのいずれかになります 安静時に。 不均衡な負荷による静止摩擦
とトルクがわかっている場合、上記の近似を使用して静止位置エラーを推定できます。 モータ ベアリング内の摩擦は非常に低
いため、完全に無負荷の D42.2 モータは、300 Hz でのフル ステッピングから突然停止した場合、通常、目的の位置の 0.2 ° 以
内に落ち着きます。 

角度分解能は、減速ギアによって改善される場合があります。これについては、以下で説明します。 

一部のアプリケーションでは、回転負荷の正確な位置は重要ではなく、他の手段で推定することができますが、回転速度を非
常に正確に制御する必要がある場合があります。 蒸着の均一性を制御するためのビーム チョッパーとサンプル ローテーター
は、このタイプのアプリケーションです。 負荷慣性の増加は、モーターのステップ動作を滑らかにするために望ましい場合が
あります。 モーターの慣性の約 1000 倍までの負荷は、長い加速ランプを使用して制御できます。 このような負荷の加速およ
び減速中に一部のステップが失われる場合がありますが、一定のステップ周波数での正確な同期は容易に達成され、認識され
ます。 

重要な回転負荷は、少なくともモータ シャフトに発生するトルクがモータのディテント トルクよりも小さい範囲で、バランス
をとる必要があります。 モータのトルク要件は、負荷を加速するために必要なトルクによって支配されます。 

大きな慣性負荷の典型的な例は、直径 20 cm の均一な断面の 1.5 kg のディスクでした。 これは、D42.2 モータに直接結合され、
真空中で 30 RPM で連続的に回転しました。 

平行移動は、親ねじとナット、ワイヤとドラム、またはラックとピニオンのメカニズムによって生成されます。 選択は、精度、
移動の長さ、必要な力と速度によって異なります。 リードスクリューベースのトランスレータは、ステップごとに数ミクロン
の分解能でキログラムの力を加えることができます。 

正確な親ねじは、長さ 400 mm まで実用的です。 モータと親ねじの間のアンチバックラッシュ ギアリングにより、1 ミクロン
の解像度が実用的です。 垂直方向の動きには、通常、アンチバックラッシ ナットは必要ありません。 従来のナットを親ねじ
と一緒に使用すると、負荷は摩擦によって支配されます。特に、主ねじとモータ シャフトの間に減速機があり、反射負荷慣性
を減らします。 

潤滑の制限と UHV メカニズムの速度が遅いため、通常、静摩擦は動摩擦よりもはるかに重要です。 ナットにはりん青銅、親
ねじにはダイヤモンドライクコーティング（DLC）を施したステンレス鋼が最適です。 DLC は、真空中での摩擦係数が非常に
低いです。 主ねじに純二硫化モリブデンの層をバニシングまたはスパッタリングすると、摩擦と摩耗を減らすのに役立つ場合
があります。 



friction between these materials is 0.1 and typical efficiencies are 40 % with ground trapezoidal threads. The gas load 
generated by frictional heating of the leadscrew is usually somewhat less than that of the motor. 
 
The frictional losses in drum or rack drives are lower than in conventional leadscrew drives and considerations of inertia 
usually dominate. Rack and pinion drives are suitable for travel up to a few hundred millimetres and wire and drum 
mechanisms may be made several metres long. Another alternative for heavy loads is a studded stainless-steel band and 
matching pulleys. The repeatability and backlash of all these alternative translation drives are much worse than with 
screw-driven schemes. 
 
8.4.4. リニアガイド 
 
Low-cost translation mechanisms can use simple bushes running on ground stainless-steel rods. A variety of 
carbon-reinforced polymer materials, such as PEEK, are suitable for the bushes. 

'V' groove rollers and tracks and crossed-roller guides are suitable for more accurate translators. The former have the 
advantage of being practical to 1 metre and have minimal overall length for a given travel. Crossed-roller slides are more 
rigid and can support larger loads, but at higher cost. Both types have preload adjustments. 'V' rollers have smaller 
load-bearing surfaces and only have a rolling contact at a single point and are consequently liable to greater wear if heavily 
loaded. AML products of the LTV and LTX series are small-dimension examples of these types of mechanisms. 
 
8.4.5. 減速ギア 
 
The inertia of loads coupled by reduction gearing is reduced at the motor in proportion to the square of the reduction ratio. 
Where reduction gearing is used for load matching, the spur gear meshing with the motor pinion will normally dominate the 
load inertia and it is important to keep its diameter small. Anti-backlash gears and standard pinions should be used in the 
gear train to damp any resonances in the mechanism. Gears for use in UHV should be designed for low friction without 
lubrication and with dissimilar materials in contact to avoid cold-welding. Nitrogen ion-implantation of the rolling surfaces 
or complete Titanium Nitride coating of gears are effective means of achieving this and other desirable properties in 
all-stainless-steel gear trains. 
 
8.4.6. ベアリング 
 
Bearings for use in UHV should be unshielded and have a stainless steel cage and race. The balls should be either stainless 
steel coated with some other material or solid ceramic. As an alternative, all-stainless bearings having a PTFE composite 
component in the race (which is designed to transfer to the balls) are also suitable. 
 
8.5. モーター付近の磁場 
 
Motors should not be operated in fields of greater than 50 millitesla (500 gauss), as this will affect the performance while the 
field is present. Fields significantly greater than this may cause partial demagnetisation of the rotor, reducing the torque. 
Demagnetised motors can be restored by AML. 

The leakage field of a motor is of the order of 1 millitesla (10 gauss) at 1 cm from the cylindrical surface of the motor in an 
axial direction and is present when the motor is not powered. Under drive an alternating component is added at the step 
frequency and its harmonics up to a few kHz. The field is easy to screen with Mu-metal or similar high permeability foil to 
below a few milligauss at the sides of the motor but is more difficult around the projection of the shaft. Early consideration 
of the interaction of stray fields on nearby equipment is recommended. 
 
8.6. 低電力技術 
 
In the design of small mechanisms there are several factors that are not accurately known, or that have poor tolerances, for 
which generous allowances must be made. The result should be a conservative design where the available torque is in 
excess of the requirement. Some of this excess can be exchanged for increased running time or decreased outgassing in 
vacuum by various techniques. Used in combination the improvement can be very significant. 

Most of the 'tuning' procedures below require the motor or mechanism to be run on the bench under realistic 
representative operating conditions while adjusting a parameter to the point where normal stepping operation fails. 
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これらの材料間の典型的な摩擦係数は 0.1 であり、標準的な効率は、台形ねじ山で 40 % です。 通常、親ねじの摩擦熱によって
発生するガス負荷は、モータの負荷よりも若干小さくなります。 

ドラムまたはラック ドライブの摩擦損失は、従来の親ねじドライブよりも低く、通常は慣性の考慮が支配的です。 ラック アン
ド ピニオン ドライブは数百ミリメートルまでの移動に適しており、ワイヤとドラムのメカニズムは数メートルの長さにするこ
とができます。 重い負荷に対応する別の方法は、スタッズ付きのステンレス鋼バンドとそれに対応するプーリーです。 これら
すべての代替変換ドライブの再現性とバックラッシュは、ねじ駆動方式よりもはるかに悪いです。 

低コストの変換メカニズムでは、研磨されたステンレス鋼の棒で動く単純なブッシュを使用できます。 ブッシュには、PEEK な
どのさまざまな炭素繊維強化ポリマー材料が適しています。 

「V」溝ローラーとトラック、およびクロスローラー ガイドは、より正確な翻訳者に適しています。 前者には、1 メートルまで
実用的であるという利点があり、与えられた移動距離の全長が最小限に抑えられます。 クロスローラー スライドはより剛性が
高く、より大きな負荷をサポートできますが、コストが高くなります。 どちらのタイプにもプリロード調整機能があります。 「V」
ローラーは耐荷重面が小さく、転がり接触点が 1 点のみであるため、負荷が大きいと摩耗が大きくなる傾向があります。 LTV お
よび LTX シリーズの AML 製品は、これらのタイプのメカニズムの小規模な例です。 

減速機によって連結された負荷の慣性は、減速比の 2 乗に比例してモータで減少します。 負荷のマッチングに減速ギアを使用
する場合、通常はモータ ピニオンと噛み合う平歯車が負荷の慣性を支配するため、その直径を小さく保つことが重要です。 機
構の共振を減衰させるために、ギアトレインにはアンチバックラッシュギアと標準ピニオンを使用する必要があります。 UHV で
使用するギアは、冷間溶接を避けるために、潤滑剤を使用せず、異種材料を接触させて低摩擦になるように設計する必要があり
ます。 転がり面への窒素イオン注入または歯車の完全な窒化チタンコーティングは、オールステンレス製の歯車列でこれおよ
びその他の望ましい特性を達成するための効果的な手段です。 

UHV で使用するベアリングは、シールドされておらず、ステンレス鋼のケージとレースを備えている必要があります。 ボール
は、他の材料でコーティングされたステンレス鋼か、固体のセラミックである必要があります。 別の方法として、レースに PTFE 
複合部品 (ボールに伝達するように設計されています) を備えたオールステンレス ベアリングも適しています。 

モータは、50 ミリテスラ (500 ガウス) を超える磁場で動作させないでください。これは、磁場が存在する間のパフォーマンス
に影響を与えるためです。 これより大幅に大きい磁場は、ローターの部分的な消磁を引き起こし、トルクを減少させる可能性
があります。 消磁したモータは AML で復元できます。 

モータの漏れ磁場は、モータの円筒面から軸方向に 1 cm で 1 ミリテスラ (10 ガウス) のオーダーであり、モータに電力が供給さ
れていないときに存在します。 ドライブ下では、ステップ周波数と数 kHz までのその高調波で交流成分が追加されます。 フィ
ールドは、モータの側面で数ミリガウス未満までミューメタルまたは同様の高透磁率のフォイルで簡単に遮蔽できますが、シ
ャフトの投影周辺ではより困難です。 周辺機器の浮遊フィールドの相互作用を早期に検討することをお勧めします。 

小さなメカニズムの設計には、正確に知られていない、または許容範囲が不十分ないくつかの要因があり、寛大な許容が必要
です。 結果は、利用可能なトルクが要件を超える保守的な設計になります。 この余剰の一部は、さまざまな手法によって、稼
働時間の延長または真空中のガス放出の減少と交換できます。 組み合わせて使用すると、改善は非常に重要になります。 

以下のほとんどの「チューニング」手順では、通常のステップ操作が失敗するようにパラメータを調整しながら、モータまたは
メカニズムを現実的な代表的な操作条件下でベンチで実行する必要があります。 



Erratic stepping is easy to see; a cable tie on the motor shaft makes a useful pointer. Familiarity with the SMD3 software and 
or remote interface is assumed. 
 
8.6.1. すべてのアプリケーションに適用できるテクニック 
 
The following techniques can be used in all applications to reduce motor power: 

1. Run the motor at stepping rates between 500 Hz and 2 kHz, where its electromechanical efficiency is greatest, if 
possible 

2. Reduce the acceleration for inertia-dominated loads 
3. Reduce the phase current progressively to about 20% more than the minimum for consistent stepping. Some 

adjustment of the acceleration parameters may be needed 
4. Make use of the run and acceleration current settings; try a higher current during acceleration to overcome 

inertia of a large load, and the minimum current possible during run to keep the load moving. This will reduce 
motor power dissipation versus using the same higher current all the time 

5. Improve the heatsinking arrangements. A reduction in motor temperature decreases the winding resistance and 
increases its efficiency. 

 
8.6.2. ステップ レートが 100 Hz 未満のテクニック 
 
For applications where operation below few hundred steps per second is satisfactory, use the following technique beyond 
those above. The desired effect is to complete each step as quickly as possible and remove or reduce the power to the 
minimum as soon as possible. Each step is completed in a few milliseconds, so that the power saving is progressively greater 
at lower speeds. Read and ensure that you understand the complete procedure before starting. 

Set the target frequency VMAX equal to the start speed VSTART and steadily increase them both to determine the highest 
speed at which the motor will start. Take care when increasing the speed through the expected resonance range because 
the motor may not start in that range, although it may start reliably at higher speeds. 

Configure PDDEL, IHD and IH to zero, to reduce motor current to zero as quickly as possible after each step is completed. 
Move the motor in single steps at the highest reliable starting speed, followed by a delay of a few milliseconds or more. This 
reduces power dissipation in the motor and so minimises temperature rise. It also has the consequence of reducing the 
damping factor at the time the power is reduced, so some experimentation with the parameters is required to ensure an 
adequate margin of stability is obtained. 
 
8.7.  VCSM への損傷の考えられる原因 
 
Vacuum motors must be de-magnetised before disassembly and re-magnetised and cleaned after repair. For these reasons 
most will need to be returned to AML for repair. The notes below offer guidance on the avoidance of the most common 
problems and diagnostic advice. 
 
8.7.1. ベアリングの損傷 
 
The ceramic balls in the bearings are very strong but more brittle than steel balls. Dropping the motor on its end will 
probably break some balls. The damage is occasionally visible and any roughness felt when rotating the shaft manually will 
indicate that this has happened. 
 
8.7.2. モーター内部のゴミ 
 
Foreign material can enter the motor via the pumping holes and gaps in the bearings. Particles of magnetic materials are 
particularly likely to be attracted through the pumping holes and they eventually migrate into the gap between the rotor and 
stator. They usually cause the rotor to stick at one or more points per revolution and can often only be felt when rotating in 
a specific direction. Fortunately, the larger motors have enough torque to grind them into a dust. 

The main cause of this type of problem has been users modifying shafts. This can be avoided by sealing the motor inside a 
cleaned polyethylene bag and supervising the machining closely. Clean the projecting shaft and remove magnetic particles 
with a magnet before opening the bag. Remove the motor or similarly seal it if any filing or drilling of nearby components is 
done. 
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不規則なステップは見やすいです。 モータ シャフトのケーブル タイは便利なポインターになります。 SMD3 ソフトウェアま
たはリモート インターフェースに精通していることを前提としています。 

次の手法は、すべてのアプリケーションでモータの電力を削減するために使用できます。 

可能であれば、電気機械効率が最大になる 500 Hz ～ 2 kHz のステップ レートでモータを実行して下さい。 

慣性が支配的な負荷の加速度を下げる 
一貫したステッピングのために、相電流を最小値よりも約 20% 多くまで段階的に減らします。 加速パラメータの調整
が必要な場合があります 

実行と加速の現在の設定を利用します。 大きな負荷の慣性を克服するために加速中にはより高い電流を試し、負荷を
動かし続けるために実行中に可能な最小電流を試してください。 これにより、常に同じ高電流を使用する場合と比較
して、モーターの電力損失が減少します。 

ヒートシンクの配置を改善します。 モータの温度が下がると巻線抵抗が下がり、効率が上がります。 

1 秒あたり数百ステップ未満の操作で十分なアプリケーションでは、上記以外の方法で次のテクニックを使用します。 望まし
い効果は、各ステップをできるだけ早く完了し、できるだけ早く電力を除去または最小限に抑えることです。 各ステップは数
ミリ秒で完了するため、電力の節約は低速で徐々に大きくなります。 開始する前に、手順全体を読んで理解していることを確
認してください。 

目標周波数 VMAX を開始速度 VSTART に等しく設定し、両方を徐々に増加させて、モータが開始する最高速度を決定します。 
予想される共振範囲を超えて速度を上げるときは注意してください。モータはその範囲では始動しない場合がありますが、高速
では確実に始動する場合があります。 

PDDEL、IHD、IH をゼロに設定して、各ステップの完了後にモータ電流をできるだけ早くゼロにします。 信頼できる最高の始
動速度でモータを 1 ステップで動かし、その後数ミリ秒以上の遅れをとってください。 これにより、モータの電力損失が減少
し、温度上昇が最小限に抑えられます。 また、出力が低下したときに減衰係数が低下する結果となるため、安定性の十分なマ
ージンが得られるようにするには、パラメータをいくつか実験する必要があります。 

極真空 モータは、分解前に脱磁し、修理後に再着磁して清掃する必要があります。 これらの理由により、ほとんどの場合、修
理のために AML に返却する必要があります。 以下の注記は、最も一般的な問題の回避に関するガイダンスと診断アドバイスを
提供します。 

ベアリングのセラミック ボールは非常に強力ですが、スチール ボールよりも脆いです。 モータをその端で落とすと、おそら
くいくつかのボールが壊れます。 損傷は時折目に見え、シャフトを手動で回転させたときに感じられるざらつきは、これが起
こったことを示しています。 

ベアリングのポンピング穴や隙間から異物がモータに侵入する可能性があります。 磁性体の粒子はポンピング ホールを介して
特に引き寄せられやすく、最終的にはローターとステーターの間のギャップに移動します。 それらは通常、1 回転あたり 1 つ
または複数のポイントでローターを固着させ、特定の方向に回転したときにのみ感じることができます。 幸いなことに、より
大きなモータには、それらを粉々にするのに十分なトルクがあります。 

この種の問題の主な原因は、ユーザーがシャフトを改造したことです。 これは、モータをきれいなポリエチレンバッグに入れ
て密閉し、機械加工を綿密に監督することで回避できます。 袋を開ける前に、突起軸を掃除し、磁石で磁性粒子を取り除いて
ください。 近くのコンポーネントにやすりや、穴あけを行った場合は、モータを取り外すか、同様に密閉してください。 



8.7.3. 過熱 
 
Motors which have been heated to 230 °C will produce a much greater gas load thereafter, although their 
electromechanical performance may not be affected. In extreme cases, the insulating material will ablate and deposit itself 
as a yellow powder inside the motor case and on any cool surfaces in line with the pumping holes. 

Motors can overheat very quickly in vacuum. This is very unlikely to happen with a properly connected SMD3 drive. Never 
use a drive capable of providing more than 1 amp of phase current and ensure that the drive current is removed as soon as 
the indicated temperature exceeds 190 °C. This is performed automatically by the SMD3. 

 
 
9. メンテナンスとサービス 

The SMD3 contains no user-serviceable parts. 
 
9.1. クリーニング 
 
If the instrument requires cleaning, disconnect the power and all other connections, and wipe it down with a cloth slightly 
dampened with water or a mild detergent. 

 
 

10. トラブルシューティング 
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Problem 

赤と緑のステータス インジケータ
がオフ 

Resolution 

SMD3 への電源が正しく接続され、セクション 3.1 の要件を満たしていることを 
確認します。 

赤色のステータス インジケー
タが点滅または点灯 

Each indication corresponds to a fault, review section 5.8.1 

Motor does not move when 
commanded 

Is a fault present? Check the red status indicator on the front panel, and use the 
SMD3 software or remote interface to determine the nature of the fault. After the 
fault has been fixed, run the CLR command, or use the reset fault input to restore 
normal operation 

 
Check the motor wiring to the SMD3; disconnect the motor, and use a multimeter to 
measure the resistance of each phase, see 4.5.2, which should be approximately 3 – 
15 ohms 

Joystick does not work Is joystick mode selected? 
 

If you want to switch to joystick mode automatically on connection of the joystick, see 
setting AUTOJS and section 5.2.4. The joystick must be wired correctly for the 
auto-detect function to work as described in section 5.2.4 

230 °C に加熱されたモータは、その後、はるかに大きなガス負荷を生成しますが、電気機械的性能は影響を受けない場合があ
ります。 極端な場合、断熱材が溶けて、モータ ケースの内部やポンピング ホールに沿った冷たい表面に黄色い粉末として堆積
します。 

モータは、真空中で非常に急速に過熱する可能性があります。 SMD3 ドライブが正しく接続されている場合、これが発生する
可能性はほとんどありません。 1 アンペアを超える相電流を供給できるドライブは絶対に使用しないでください。また、表示
された温度が 190 °C を超えたらすぐにドライブ電流が除去されるようにしてください。 これは SMD3 によって自動的に実行
されます。 

SMD3 には、ユーザーが修理できる部品は含まれていません。 

機器の清掃が必要な場合は、電源およびその他の接続をすべて外し、水または中性洗剤を少し含ませた布で拭き取ってください。 

各表示は障害に対応しています。セクション 5.8.1 を確認してください。 

命令してもモータが動かない 障害はありますか？ フロントパネルの赤いステータスインジケータを確認し、SMD3 ソフトウェ
アまたはリモートインターフェイスを使用して障害の性質を判断します。 障害が修正されたら、
CLR コマンドを実行するか、障害リセット入力を使用して通常の動作を復元します 

SMD3 へのモータ配線を確認してください。 モータを外し、マルチメータを使用して各相の抵抗
を測定します。4.5.2 を参照してください。これは、約 3～15 オームである必要があります。 

ジョイスティックが機能しない ジョイスティックモードが選択されていますか？  

ジョイスティックの接続時にジョイスティックモードに自動的に切り替える場合は、AUTOJS の設
定およびセクション 5.2.4 を参照してください。 セクション 5.2.4 で説明されているように、自動
検出機能が機能するには、ジョイスティックが正しく配線されている必要があります。 

問題 解決方法 



11. 保管および廃棄 
The product must be disposed of in accordance with the relevant local regulations for the environmentally safe disposal of 
systems and electronical components. 

In the European Union (EU), waste from electrical and electronic equipment (WEEE) is subject to legislation 
designed to prevent the disposal of such waste and to encourage proper treatment measures to minimize 
the amount of waste ultimately disposed to landfill. To view AML’s WEEE policy please visit: 
https://arunmicro.com/documentation/WEEE_procedure.pdf 

 
 
 
12. 補助 

In the first instance, contact the distributor or supplier of the equipment. Always quote the serial number of the instrument 
and firmware and software versions. Provide a written description of the problem. If the problem is related to a motor or 
mechanism manufactured by AML, include the serial number(s) of those items. Do not return products to AML without prior 
approval. 
 
Arun Microelectronics Ltd 
Tel: +44 (0)1903 884141 
Email: info@arunmicro.com 
Website: arunmicro.com 
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まず、機器の販売業者または供給業者に連絡してください。 常に機器のシリアル番号とファームウェアとソフトウェアのバー
ジョンを引用してください。 問題の説明を書面で提供してください。 問題が AML によって製造されたモータまたはメカニズ
ムに関連している場合は、それらのアイテムのシリアル番号を含めてください。 事前の承認なしに製品を AML に返品しない
でください。 

製品は、システムおよび電子部品を環境的に安全に廃棄するための関連する地域の規制に従って廃棄する必要があります。 

欧州連合 (EU) では、電気・電子機器 (WEEE) からの廃棄物は、そのような廃棄物の処分を防止し、最終的に埋め立
て処分される廃棄物の量を最小限に抑えるための適切な処理手段を奨励するための法律の対象となります。 AML の 
WEEE ポリシーを表示するには、次のサイトにアクセスしてください。 



 
 
 
 
 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

 
 
Manufacturer: Arun Microelectronics Limited 
 
 
 
Address: Unit 2, Bury Mill Farm, Bury Gate, Pulborough. RH20 1NN. United Kingdom 

 
 
Object: Stepper motor drive 

 
 
Part No.: SMD3 
 
 
 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 

 
 
Directives: 2014/30/EU EMC Directive 

2014/35/EU Low Voltage Directive 
2011/65/EU RoHS Directive 

 
Standards: Harmonised and international/national standards and specifications: 

 
EN 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and 
laboratory use 

EN 61800-3:2018 Adjustable speed electrical power drive systems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature 

 
 

Philip Brooker, Managing Director 

Place, Date Pulborough, April 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Arun Microelectronics Ltd 2020. All rights reserved Page 66 of 66 

この適合宣言は、製造者の単独の責任の下で発行されます。 

上記の宣言の対象は、関連する EU 調和法に準拠しています。 

調和された国際/国家規格と仕様: 

EN 61010-1:2010 測定、制御、および実験室での使用のための電気機器の安全要件 

可変速度の電力駆動システム 

EMC 指令 
低電圧指令 
RoHS 指令 

フィリップ・ブルッカー、マネージングディレクター 

アラン・マイクロエレクトロニクス・リミテッド 

住所： 

オブジェクト: 

部品番号: 

指令: 

基準: 

ステッピングモーター駆動 

ユニット 2、ベリー ミル ファーム、ベリー ゲート、パルバラ、 RH20 1NN、 英国 

製造者： 

署名 

場所、日付 2020 年 4 月、パルバラ 


