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1. 対応機種
Windows10 以降 64bit 対応
※32bit は対応しておりませんのでご注意願います｡
(.NET Framework 4.5 以降がｲﾝｽﾄｰﾙされている必要があります)
USB2.0 以降の Type A 接続端子搭載
･SWU10-U:USB Type A - Micro B ｹｰﾌﾞﾙを別途用意
(SWU10-U ｵﾌﾟｼｮﾝ品：認証品 1.5m ｹｰﾌﾞﾙ U2C-AMB15BK)
･SH200/ST200:USB Type A - Type C ｹｰﾌﾞﾙを別途用意
(SH200/ST200 ｵﾌﾟｼｮﾝ品：認証品 1.5m ｹｰﾌﾞﾙ U2C-AC15NBK)

2. 仕様
UL-MOBI Windows(以下､本製品)は､SH200･ST200･SWU10-U 向けの各種設定･状態確認を
目的とした専用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝです｡本製品を使用し､各機器で以下を実施可能です｡
機能

備考

SH200/ST200

SWU10-U

DATA

圧力を数値確認及びｸﾞﾗﾌ描画

△

◎

DATA LOG

圧力指示値の LOG を取得､csv 出力

◎

◎

SAMPLING

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期確認･変更

◎

◎

FIL･DEGAS

FIL･DEGAS の状態表示

◎

-

Pressure Unit

圧力単位を変更

◎

◎

SETPOINT 1/2/3

ｾｯﾄﾎﾟｲﾝﾄ確認･変更

〇

-

Baudrate

ﾎﾞｰﾚｰﾄ確認･変更

●

-

Mode

ﾓｰﾄﾞ確認･変更

●

-

Address

ｱﾄﾞﾚｽ確認･変更

●

-

Check Sum

Check Sum の有無を変更

●

-

ATM Point Adjust

SAU･SWU の大気圧調整を実行

▲

◎

Adjust Clear

SAU･SWU のｾﾞﾛ点と大気圧調整をﾘｾｯﾄ

▲

◎

Status

Error 内容表示

△

◎

New password

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを変更

◎

-

◎:常時確認および変更可能
〇:常時確認可能､24V 通電時の変更は要ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ入力
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●:常時確認可能､変更は 24V 遮断時のみ可能
△:24V 通電時のみ可能
▲:24V 通電時のみ可能､要ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ入力

3. ﾃﾞﾊﾞｲｽﾄﾞﾗｲﾊﾞのｲﾝｽﾄｰﾙ方法
本製品では英国 FTDI 社の USB 制御 IC を使用しております｡Windows10 の場合､ﾃﾞﾊﾞｲｽﾄﾞ
ﾗｲﾊﾞは Windows Update に登録されており､ﾈｯﾄﾜｰｸ環境に接続されていれば､自動的にｲﾝｽﾄ
ｰﾙされます｡手動でｲﾝｽﾄｰﾙする必要がある場合は､直接 FTDI 社のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしてｲﾝｽﾄｰﾙをお願いします｡
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
上記ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内から Windows のﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ選択し､ｲﾝｽﾄｰﾙしてご使用ください｡
Comments 欄の“Available as a setup executable”を選択いただくと簡単にｲﾝｽﾄｰﾙが
可能です｡

SWU10-U を USB ｹｰﾌﾞﾙで PC と接続すると､Windows のﾃﾞﾊﾞｲｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ内の“ﾎﾟｰﾄ(COM と
LPT)”に“USB Serial Port (COM??)”と記載されている欄が作成されます｡“COM??”部
分が､SWU10-U に割り当てられたﾎﾟｰﾄ番号になります｡UL-MOBI をご使用の際に上記ﾎﾟｰﾄを
選択してご使用ください｡
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4. UL-MOBI のｲﾝｽﾄｰﾙ方法
下記のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよりｱﾌﾟﾘをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしていただき､圧縮ﾌｧｲﾙ内にある setup.exe を実行
していただくと､ｱﾌﾟﾘのｲﾝｽﾄｰﾙが可能です｡
https://www.ulvac.co.jp/download/application/?category=887
上記 URL の QR ｺｰﾄﾞは右記になります｡
4.1 ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞした圧縮ﾌｧｲﾙを解凍し､setup.exe を実行
4.2 ｳｨｻﾞｰﾄﾞで“次へ”を押す

4.3 ｲﾝｽﾄｰﾙﾌｫﾙﾀﾞｰの選択を行い､”すべてのﾕｰｻﾞｰ”もしくは”このﾕｰｻﾞｰのみ”が使用す
るかどうかの選択を行い､”次へ”を押します｡
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4.4 設定が完了し､問題無ければｲﾝｽﾄｰﾙの確認画面で“次へ”を押します｡

4.5 ｲﾝｽﾄｰﾙが開始されます｡途中で“この不明な発行元からｱﾌﾟﾘがﾃﾞﾊﾞｲｽに変更を加える
事を許可しますか?”と表示されますが､“はい”を選択してｲﾝｽﾄｰﾙを継続してくださ
い｡
4.6 ｲﾝｽﾄｰﾙが完了すると､下記の画面が表示されますので､“閉じる”を押してください｡

4.7 UL-MOBI のｱｲｺﾝがﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ上に作成されますので､使用する際にはｱｲｺﾝをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし､
実行してください｡
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5. UL-MOBI の使用方法
5.1 SWU10-U、SH200/ST200 共通
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ上の UL-MOBI のｱｲｺﾝをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると､下記のような画面が表示されます｡ま
た､PC がｽﾘｰﾌﾟﾓｰﾄﾞに入らないように PC の設定をお願いいたします｡
ｽﾘｰﾌﾟﾓｰﾄﾞに入ると USB 接続が切断され､圧力計測やﾛｷﾞﾝｸﾞが中断します｡

5.1.1 PC とｺﾝﾄﾛｰﾗを USB ｹｰﾌﾞﾙで接続します｡“COM Port”のﾀﾌﾞでｺﾝﾄﾛｰﾗが接続されている
ﾎﾟｰﾄを選択します｡

接続画面
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5.1.2 ”Connect” ﾎﾞﾀﾝを押すと､計測が開始されます｡PC とｺﾝﾄﾛｰﾗの接続が確立される
と､”Model”と”Firm version”の欄に接続したｺﾝﾄﾛｰﾗの情報が表示されます｡

SWU10-U 接続画面

SH200/ST200 接続画面

5.1.3 圧力単位の選択：
使用する圧力単位を選択できます。変更することで圧力数値およびｸﾞﾗﾌ表示が Pa 換
算されたものになります。【Pa･Torr･mbar･μ】
5.1.4 ｸﾞﾗﾌのｸﾘｱ：
ｸﾞﾗﾌ右下の”Clear”ﾎﾞﾀﾝを押すことで､ｸﾞﾗﾌの表示をｸﾘｱする事が出来ます｡なお､ｸﾞ
ﾗﾌ表示はｸﾘｱされますが､ﾛｷﾞﾝｸﾞ中のﾃﾞｰﾀはｸﾘｱされません｡
5.1.5 ｸﾞﾗﾌの横軸(時間軸)の変更：
ｸﾞﾗﾌ右上の時間表示のｺﾝﾎﾞﾎﾞｯｸｽをｸﾘｯｸし値を選択する事で､ｸﾞﾗﾌの時間軸の変更が
できます｡【1min,2min,3min,5min,10min,15min,30min,1hr,2hr】
5.1.6 ｸﾞﾗﾌの縦軸(圧力軸)の変更
ｸﾞﾗﾌの右側の
同様に
また､
同様に

ﾎﾞﾀﾝを押すことで､表示圧力範囲を上方向にｼﾌﾄします｡

ﾎﾞﾀﾝを押すことで､表示圧力範囲を下方向にｼﾌﾄします｡
ﾎﾞﾀﾝを押すことで､表示圧力範囲桁数を増やします｡
ﾎﾞﾀﾝを押すことで､表示圧力範囲桁数を減らします｡

のﾎﾞﾀﾝを押すと､現在の圧力値を中心に上下約 2 桁の範囲でｸﾞﾗﾌを表示します｡
5.1.7 ﾛｷﾞﾝｸﾞﾃﾞｰﾀの取得：
右上の” Browse”ﾎﾞﾀﾝで､Log ﾌｧｲﾙの保存先の指定ができ､”File name”欄にﾌｧｲﾙ名
を記載する事で､ﾌｧｲﾙ名の変更が可能です｡(ﾃﾞﾌｫﾙﾄのﾌｧｲﾙ名は Logfile_日付.csv)
“Log”枠内の”Interval”のﾀﾌﾞでﾛｷﾞﾝｸﾞ間隔の変更が可能です｡” Start “ﾎﾞﾀﾝを押
すと､ﾛｷﾞﾝｸﾞを開始します｡ﾛｷﾞﾝｸﾞﾃﾞｰﾀはｱﾌﾟﾘｲﾝｽﾄｰﾙ時に標準のﾌｫﾙﾀﾞｰ構成を選択し､ｶﾚﾝ
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ﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚﾀｰが C の場合【:\ULVAC\UL-MOBI\LOG\(日付)】ﾌｫﾙﾀﾞｰ内に保存されます｡
なお、測定開始から 24 時間毎に新たな csv ﾌｧｲﾙが生成されます。
記録される経過時間の間隔は USB を介したｼﾘｱﾙ通信となりますので､変動がありますこ
とをご了承ください｡
5.1.8 調整
SWU10-U・SWU10-R は、大気圧調整と､ｾﾞﾛ点の調整が可能です｡十分に圧力指示値が安定
した後に実施してください｡また､工場出荷時の状態に戻す事も可能です｡
･大気圧調整:
大気圧において 5 分間以上経過し､圧力指示値が安定した状態で”Adjust”枠内の
”ATM. adjust”ﾎﾞﾀﾝを押すと､大気圧調整を行います｡真空容器が真空状態から
1×10+5Pa になった直後に実施されると､測定子内の温度が平衡状態になっておらず､
誤差となる可能性があります｡また調整が終了するまで本器から PC に接続された USB
ｹｰﾌﾞﾙを抜かないで下さい｡
なお調整範囲は､未調整状態にて 1×10+4Pa 程度~2×10+5Pa 程度となっております｡
調整が出来ない場合は､ﾌｨﾗﾒﾝﾄの汚れなどによる測定子の寿命が考えられます｡
･ｾﾞﾛ点調整:
1×10-2Pa 以下において､5 分間以上経過し､圧力指示値が安定した状態で”Adjust”
枠内の” Zero adjust”ﾎﾞﾀﾝを押すと､ｾﾞﾛ点調整を行います｡1×10-2Pa 以下になっ
た直後に調整を実施されると､測定子内の温度が平衡状態になっておらず､誤差が大
きくなる可能性があります｡また調整が終了するまで本器から PC に接続された USB ｹ
ｰﾌﾞﾙを抜かないで下さい｡
なお調整範囲は､未調整状態にて±1Pa 程度となっております｡調整が出来ない場
合は､ﾌｨﾗﾒﾝﾄの汚れなどによる測定子の寿命が考えられます｡
･工場出荷時に設定を戻す:
”Adjust”枠内の”Adjust Clear”ﾎﾞﾀﾝを押すと､大気圧調整と､ｾﾞﾛ点調整の両方
の設定を工場出荷時の状態に戻します｡
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5.2 SH200/ST200
SH200/ST200 接続時は、Control 画面と Setting 画面が選択可能になります。

5.2.1 SETPOINT 値(1～3)の設定：
SETPOINT ﾀﾌﾞ下に設定されている SETPOINT 値が表示されます。ｸﾘｯｸするとﾃﾝｷｰが現
れ数値を入力する事が出来ます。
※24V 通電時は、不用意な設定変更により真空装置の故障につながる可能性がありま
すので、設定変更の際にパスワードを設けております。
初期ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：
【0000(ｾﾞﾛｾﾞﾛｾﾞﾛｾﾞﾛ】
5.2.2 SETPOINT 値(1～3)の表示：
SETPOINT ﾎﾞﾀﾝ：1～3 を ON にするとｸﾞﾗﾌ描画ｴﾘｱに SETPOINT が破線表示されます。
SETPOINT1：赤色破線

SETPOINT2：黄色破線

SETPOINT3：ｼｱﾝ破線

5.2.3 Mode の変更：
ｸﾘｯｸすると選択可能な Mode が表示され、選択することで変更されます。
【2：Auto mode, 3：SH2 /mode3 or 4,

9：BMR2 Compatible】

※24V 通電時は、Mode 変更が出来ません。
5.2.4 Address の変更：
ｸﾘｯｸすると選択可能な Address が表示され、選択することで変更されます。
【1～31】
※24V 通電時は、Mode 変更が出来ません。
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5.2.5 Baudrate の変更：
ｸﾘｯｸすると選択可能な Address が表示され、選択することで変更されます。
【38400bps, 19200bps, 9600bps】
※24V 通電時は、Mode 変更が出来ません。
5.2.6 CHECKSUM の有効無効：
ﾁｪｯｸｻﾑ確認の有効／無効を切り替えます。
5.2.7 Parameter ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ／ﾘｽﾄｱ：
SETPOINT1～3、Mode、Address、Baudrate の設定を PC へ保存、読込する事が出来ます。
5.2.8 新ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの設定：
SETPOINT 等の設定変更時に必要なﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを変更できます。
初期ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：【0000(ｾﾞﾛｾﾞﾛｾﾞﾛｾﾞﾛ)】

･UL-MOBI のｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ方法
Windows10 の場合､“Windows の設定”内の“ｱﾌﾟﾘと機能“から UL-MOBI を選択し､
”ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ”を押していただくと､途中で“この不明な発行元からｱﾌﾟﾘがﾃﾞﾊﾞｲｽに
変更を加える事を許可しますか?”と表示されますが､“はい”を選択してｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙを
継続してください｡
Log ﾌｧｲﾙが保存されている場合は､ｲﾝｽﾄｰﾙ時に作成されたﾌｫﾙﾀﾞｰは削除されませんの
で､手動で削除をお願いいたします｡
************************************************************
･改良のため､お断りなく仕様などを変更する可能性がありますので御了承下さい｡
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