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SWU10-R LED部

G-TRANｼﾘｰｽﾞ
ﾋﾟﾗﾆ真空計 SWU10-R
ｸｲｯｸﾏﾆｭｱﾙ

取付姿勢

制限無し

IP 保護等級

IP30

電源電圧

DC5V±5%

I/O ｺﾈｸﾀ

RJ-45 ｼﾞｬｯｸｺﾈｸﾀ

測定子内容積

約 7.3cm3 （SWP-16）

本体質量

約 38g(ｺﾝﾄﾛｰﾗ部のみ)

外形寸法

φ40×51 (ｺﾝﾄﾛｰﾗ部のみ)

標準付属品
1枚

ｸｲｯｸﾏﾆｭｱﾙ（本紙）
はじめに
本ｸｲｯｸﾏﾆｭｱﾙは､操作方法や表示内容を簡単に確認して頂くために作成
しております｡詳しい使用方法､製品のご使用上のご注意､安全に関する
ことに関しては､本製品をお使いになる前に必ず取扱説明書と合わせて
お読み頂き､正しくご使用して頂くようお願い致します｡弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
からﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。 https://showcase.ulvac.co.jp/ja
本書は、S/N 000001 以降のものを対象として記載しています。

名称(表記)

①

POWER/ERROR LED

機能
点 灯: 正常動作時
点 滅: ﾌｨﾗﾒﾝﾄ断線などのｴﾗｰ
時、または本器の故障
消 灯: POWER OFF時、本器また
はSH2/ST2の故障

ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ
本器は、誤動作の原因に電気配線の誤配線が多くあり得ます。動
作に｢おかしい｣と思われる症状がありましたときはまず本器とﾏﾙﾁｲ
ｵﾝｹﾞｰｼﾞSH2/ST2間の配線をご確認下さい。またﾏﾙﾁｲｵﾝｹﾞｰｼﾞ
SH2/ST2の取扱説明書を参照下さい。
●電源を供給してもPOWER/ERROR LEDが点灯しない
原因
対処

製品の取り付け

各部の説明

ｸﾗﾝﾌﾟ止めﾈｼﾞを回しｸﾗﾝﾌﾟをゆるめます。その後以下の手順で取り付けて下
さい。
①測定子をﾋﾟﾝの向きを合わせ、奥まで差し込む
②ｸﾗﾝﾌﾟで測定子を挟み込む
③止めﾈｼﾞを締め測定子を固定する

SWU10-R ｺﾝﾄﾛｰﾗ部

①

ｹｰﾌﾞﾙの誤配線または断線
SH2/ST2への電源電圧が仕様範
囲内ではない
本器またはSH2/ST2の故障

気体の流れ

ﾌｨﾗﾒﾝﾄ断線などの確認

新規購入
ﾃｽﾀなどで電源電圧を確認して下さ
い。
当社での修理や検査が必要です。

●POWER/ERROR LEDが点滅、またはSH2がError信号を出力したままであ
る
原因
対処

温度センサ
約1.1ｋΩ

ﾌｨﾗﾒﾝﾄの断線や短絡

フィラメント
約5Ω

測定子が取り付けられていない
本器またはSH2/ST2の故障

ﾌｨﾗﾒﾝﾄの導通、各ﾋﾟﾝとｹｰｽ間の絶縁
を測定して下さい。
⇒異常時は測定子を交換下さい。
測定子を取り付けて下さい。
当社での修理や検査が必要です。

●真空に排気しても5.0×10-2Pa以下にならない
ﾋﾟﾗﾆ測定子ﾌｨﾗﾒﾝﾄは下図のような結線となっております｡これを参考に導通
を確認して下さい｡ﾌｨﾗﾒﾝﾄの抵抗は大気圧で約 5Ω､温度ｾﾝｻの抵抗は大気圧で
約 1.1kΩ となります｡

②
名称(表記)
①
②
③

I/Oｺﾈｸﾀ
測定子ｸﾗﾝﾌﾟ
嵌合ﾈｼﾞ

注）過電流注意
ﾌｨﾗﾒﾝﾄや温度ｾﾝｻに 2mA 以上の過電流を流しますと､ﾌｨﾗﾒﾝﾄなどが断線する
恐れがあります｡測定器の電流値にご注意下さい｡
また真空中ではﾌｨﾗﾒﾝﾄなどが加熱され､正確な抵抗値を計測出来ませんので､
必ず大気圧にて計測して下さい｡

③

機能
電源供給、信号のI/Oｺﾈｸﾀ(RJ-45ｼﾞｬｯｸｺﾈｸﾀ)で
す。
測定子を挟み込み固定するｸﾗﾝﾌﾟです。
ｸﾗﾝﾌﾟﾌｰﾄﾞとの嵌合ﾈｼﾞ(M3)です。

取扱上の注意点
使用方法に関する注意

・

SWU10-R I/Oｺﾈｸﾀ

・
・
3.1.1.

・
・
・
端子番号
1
2
3
4
5
6
7
8

検出ﾕﾆｯﾄ
電源DC+5V
GND
電源DC+5V
通信端子
通信端子
GND
電源DC+5V
GND

接続先

・
ﾏﾙﾁｲｵﾝｹﾞｰｼﾞ
SH2/ST2

ｹｰﾌﾞﾙの接続部には極力力が加わらないようにｹｰﾌﾞﾙを固定して下
さい。
RJ-45 ｺﾈｸﾀは確実に挿入して下さい。
正確な圧力測定を行う場合は、20 分以上ｴｰｼﾞﾝｸﾞしてから測定して
下さい。

仕様
名称

ﾋﾟﾗﾆ真空計 検出ﾕﾆｯﾄ

型式

SWU10-R

測定原理

気体分子による熱伝導を利用したﾋﾟﾗﾆ真空計

接続測定子数

1本

適用測定子

SWP-16、SWP-R1/8、SWP-P18、SWP-P15、SWP-25、
SWP-CF16、SWP-1S

測定圧力範囲

5.0×10-2～1.0×10+5Pa

対処

実際の圧力が5.0×10-2Pa以下では
ない
測定時の室温、ｶﾞｽ温度が違う

電離真空計などで圧力をご確認下さ
い。
正常です。 温度依存性がありま
す。
当社での修理や検査が必要です。

本器またはSH2/ST2の故障
●圧力指示が一定の値を示さない。
原因

対策

圧力が実際に変動している
ﾎﾟﾝﾌﾟなどの振動の影響を受け、
振動している
ｶﾞｽの流れがある場所についてい
る

正常です。
振動を極力抑えて下さい。ﾋﾟﾗﾆ真空
計の原理により影響を受けます。
ｶﾞｽの流れがない場所に取り付けて
下さい。ﾋﾟﾗﾆ真空計の原理により影
響を受けます。
環境温度が安定するのを待って下さ
い。ﾋﾟﾗﾆ真空計の原理により影響を
受けます。
ｶﾞｽ温度の影響を受けないような場
所に設置するなどの対策を実施下さ
い。
ﾋﾟﾗﾆ真空計の原理により影響を受け
ます。
測定子を交換して下さい
極力影響を受けないような場所に設
置する徐々に蒸発などすることによ
り、蒸発熱などが影響しています。
測定子のﾘｰｸ ⇒測定子を交換下さい

環境温度が変動している

-2

+5

出力圧力範囲

5.0×10 ～1.0×10 Pa

取り付けは、測定子取り付け開口面が気体の流れに平行になるよう
に行って下さい。特に気体などが測定子内にﾋﾞｰﾑ状で入らないよう
にして下さい。

精度(N2)

1×10-1Pa～1×10+4Pa: ±10%
5×10-2Pa～1×10-1Pa: ±20%

できる限りﾌｨﾗﾒﾝﾄが重力に垂直になるように取り付けて下さい。

繰り返し性

1×10-1Pa～1×10+4Pa: ± 2%

ﾋﾟﾗﾆ測定子のﾌｨﾗﾒﾝﾄは、φ25μm と細いため、振動の多い場所での使
用は極力避けて下さい。またﾌｨﾗﾒﾝﾄ断線の最大の要因は、機械的ｼ
ｮｯｸによるものですので設置場所や取り扱いには、注意して下さい。

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ時間

50ms 5 回の移動平均処理

測定値出力

ｼﾘｱﾙ通信による出力

LED 表示

測定子の取り付けに用いる O ﾘﾝｸﾞは、ｶﾞｽ放出の少ないものをご使
用下さい。測定子の接続にｺﾞﾑ管やｸﾞﾘｰｽなど、放出ｶﾞｽの多い材質
を用いますと誤差の要因、また寿命が短くなる要因となります。

測定子材質

POWER/ERROR LED
ﾌｨﾗﾒﾝﾄ：Pt

測定子の取り付け

原因

1×10+4Pa～1×10+5Pa: ±20%

その他：SUS304、FeNiCo、Ni、Au、Glass、Ceramic
測定子破壊圧力

2×10+5Pa(絶対圧)
※ﾌﾗﾝｼﾞやｸﾗﾝﾌﾟなどの破壊圧力は別途考慮下さい

使用温度範囲

10～40℃

使用湿度範囲

15～85%(但し結露なきこと)

保管温度

-20～65℃(但し結露なきこと)

ﾍﾞｰｷﾝｸﾞ温度

150℃（ｺﾝﾄﾛｰﾗ取り外し時）

高温や低温のｶﾞｽが流れ込んでい
る

測定子内部の汚れ
水分や汚れの影響

測定子または測定子が取り付け
てある付近にﾘｰｸがある
ｹｰﾌﾞﾙの接触不良、線材抵抗の増
加
ｹｰﾌﾞﾙが電磁誘導されている。
(外来ﾉｲｽﾞによる)

その他のﾘｰｸ ⇒ﾘｰｸを止めて下さい
ｹｰﾌﾞﾙの結線や抵抗を確認して下さ
い。
ｹｰﾌﾞﾙの設置場所を変更する。又はﾉ
ｲｽﾞ源となるような機器をOFFの状
態で使用する。
ｹｰﾌﾞﾙの設置方法再検討
ﾉｲｽﾞ対策は別途ご検討下さい

●予想圧力と測定圧力が大きく異なる

ﾈｯﾄﾜｰｸ

原因

対策

測定子の汚れ
感度が著しくずれている

他の測定子と交換して現象を確認
して下さい。他の測定子で問題な
ければ測定子に問題があります。
正常です。窒素設定で大気を測定
した場合、6割高い圧力を示しま
す。
極力影響を受けないような場所に
設置する徐々に蒸発などすること
により、蒸発熱などが影響してい
ます。
他の圧力計で確認して下さい。

株式会社ｱﾙﾊﾞｯｸ http://www.ulvac.co.jp/
ｻｰﾋﾞｽ拠点一覧 http://www.ulvac.co.jp/support/service/index.html
販売拠点一覧 http://www.ulvac.co.jp/support/sales_office/index.html

窒素設定で大気を測定してい
る。
水分やｵｲﾙなどが多い環境である

実際に圧力が異なっている

保証

Φ18

Φ40

関係図面

SWP-25
NW25

SWP-R1/8
R1/8

SWP-P
Φ18tube

本器は、厳格な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の
不備、輸送中の事故など、当社の責による故障が発生した場合には、本
社規格品事業部または最寄りの営業所、代理店に申しつけ下さい。無償
にて修理･交換致します。
保証対象: 本器ｾﾝｻﾕﾆｯﾄ
保証期間: 納入日から1年以内
保証範囲
1) 国内取引の場合：納入時、輸送上の不具合による損傷がある製品。
2) 直接輸出取引の場合：納入時、輸送上の不具合による損傷がある製
品。最新のINCOTERMSにて規定されている保証範囲に準ずるもの
とします。
3) 測定圧力、使用温度範囲、使用電源など、基本仕様の条件内でご使
用になっているにもかかわらず、本器基本仕様を満足していない製
品。
対応方法
1) 国内取引の場合: 代替品の送付 もしくは 弊社又は最寄の弊社ｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀへ返送頂き修理を実施します。現地対応が必要な場合は別途弊社
規格品事業部または最寄りの営業所、代理店にご相談下さい。
2) 直接輸出取引の場合: 代替品の送付 もしくは 弊社又は最寄の弊社ｻ
ｰﾋﾞｽｾﾝﾀへ返送頂き修理を実施します。返送費用は、お客様にてご負
担願います。
免責事項
1) 保証期間を過ぎている製品｡
2) 火災、風水害、地震、落雷等の天災、戦争等の不可抗力の災害によ
って発生した故障、不具合
3) 取扱上の不注意、誤った使用方法によって発生した故障、不具合
4) 弊社の承諾なく改造・分解・修理を加えた製品
5) 異常環境下（強い電磁界、放射線環境、高温、高湿、引火性ｶﾞｽ雰囲
気、腐食性ｶﾞｽ雰囲気、粉塵など）における故障、不具合
6) ﾉｲｽﾞによる故障、不具合
7) 製品不具合 もしくは 万一当社が第三者から特許を侵害していると
クレームされたこと、によって貴社に生じた二次的損害
8) 一度使用した測定子（使用に伴う寿命、汚れによる測定誤差など）
9) 一度使用した測定子ｹｰﾌﾞﾙ（設置上の不備によるｹｰﾌﾞﾙの断線、接触
不良等）
その他
1) 本書類とは別に個別契約書や仕様に関する覚書などが存在する場合
は、その記載内容に準じます。
2) 本製品を日本国外に輸出する場合には弊社宛てに一報頂きますと共
に、外国為替及び外国貿易法等輸出関連法規の規定に従って必要な
手続きをお取り下さいますようお願い致します。
3) 本製品についての質問や相談に関しては、型式、製造番号をお確か
めの上、最寄りの営業所、代理店または弊社規格品事業部にご連絡
ください。
4) 本書の内容は、予告なしに変更する場合があります。ご了承下さ
い。

汚染証明書
本品の修理／点検等を御依頼される際は、汚染証明書に必要事項を御
記載頂き、作業依頼先又は各担当営業所にご提出願います。
ﾌｫｰﾑは弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。

株式会社ｱﾙﾊﾞｯｸ 規格品事業部
〒253-8543 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2500 番地
http://www.ulvac.co.jp/

