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イオンゲージの歴史 
AML’s nude ionization gauges are designed on the principals explored by Robert T. Bayard and Daniel Alpert in the 1950s. 
Commonly known as the BAG, or BA gauge, the Bayard-Alpert gauge is an evolution of the triode gauge developed in the 
early 1900s. The triode gauge used a cylinder as an ion collector. It was capable of measuring down to 10-8 Torr, with the 
lower pressure limited as a result of soft X-rays generating a photocurrent that added to and was indistinguishable from the 
actual measurement. This point is called the X-ray limit. 

Bayard and Alpert reduced the ion collector from a large cylinder to a fine wire, decreasing the size of the photocurrent in 
relation to the measurement. This considerably extended the lower end of the pressure measurement range, advancing the 
state of the UHV (ultra-high vacuum) measurement field. AML utilise a thin but rigid wire, ensuring mechanical stability 
and achieving an X-ray limit of 3x10-11 mBar. 

 

 

 

 

 
AMLのヌードイオン化ゲージは、1950年代に Robert T. Bayardと Daniel Alpertの研究原理に基づいて設計
されています。 一般に BAG または BA ゲージとして知られる Bayard-Alpert ゲージは、1900年代初期に開
発された三極管ゲージの進化版です。 三極管ゲージは、イオンコレクターとしてシリンダーを使用しました。 
10 -8 Torr までの測定が可能であり、実際の測定値に追加されて区別できない光電流を生成する軟 X 線の結果
として、より低い圧力への達成が制限されました。 この点は X線制限と呼ばれます。 
 
Bayardと Alpertは、イオンコレクターを大きなシリンダーから細いワイヤに縮小し、測定に関連して光電流
のサイズを小さくしました。 これにより、圧力測定範囲の下限が大幅に拡張され、UHV（超高真空）測定フィ
ールドの状態が向上しました。 AML は、細く高剛性のワイヤを使用して、機械的安定性を確保し、3 x 10-11 
mBarの X線限界を達成しました。 



動作原理 
The ion gauge works by ionising the gas molecules within the gauge volume. The ions are then collected on a thin wire, 
called the collector. The current formed is proportional to pressure. BA gauges are capable of measuring pressures in the 
range of around 3x10-11 mBar to 1x10-3 mBar. 

 
 
 
 
 
 
 

 

In addition to the collector mentioned above, the ion gauge comprises a grid and a filament. The filament is heated with a 
low voltage, high current supply, and biased at around 50 V. Electrons boil off of it and are accelerated towards the grid due 
to the potential difference between the two. 

The grid is held at a potential of about 200 V, and a current of energetic 150 eV electrons orbit the grid. This current is called 
the emission current. Emission current is closely regulated by the ion gauge controller by adjusting filament power. It is 
typically in the order of 0.1 mA to 10 mA. 

These electrons encounter gas molecules as they circulate, ionising them. These ions are attracted toward the negatively 
biased collector (held at 0 V) and form a small current (typically between a few picoamps and hundreds of microamps). This 
current is proportional to pressure, according to 

Where is the collector current in amps, is sensitivity and is the emission current. The ion gauge controller measures the 
collector current using an electrometer (essentially a very sensitive ammeter) and converts it to a pressure measurement for 
display. 

It is desirable to reduce the emission current because this minimises outgassing and power dissipated by the gauge. Reducing 
emission current results in a smaller ion current to measure, requiring a sensitive electrometer. AMLs ion gauge controllers 
are designed to operate at an emission current of just 0.5 mA, only needing to increase to 5 mA at the lowest pressures. This 
is made possible by a highly sensitive electrometer design. 

イオンゲージは、ゲージボリューム内のガス分子をイオン化することによって機能します。 イ
オンは、コレクターと呼ばれる細いワイヤーに収集されます。 形成される電流は圧力に比例し
ます。 BAゲージは、約 3x10-11 mBar～1x10-3 mBarの範囲の圧力を測定できます。 

上記のコレクターに加えて、イオンゲージはグリッドとフィラメントを備えています。 フィラメントは低電圧、高
電流で加熱され、約 50 Vでバイアスがかけられます。電子はフィラメントから蒸発し、2つの間の電位差によりグ
リッドに向かって加速されます。 
 
グリッドは約 200 Vの電位に保たれ、高エネルギーの 150 eV電子の電流がグリッドを周回します。 この電流は放
出電流と呼ばれます。 放出電流は、フィラメント電力を調整することにより、イオンゲージコントローラーによっ
て厳密に調整されます。 通常、0.1 mA〜10 mAのオーダーです。 
 
これらの電子は、循環するときにガス分子に遭遇し、イオン化します。 これらのイオンは、負にバイアスされたコ
レクター（0 Vに保持）に引き寄せられ、小電流（通常、数ピコアンペアから数百マイクロアンペアの間）を形成
します。 この電流は、圧力に比例します。 
 
コレクター電流はアンペア単位であり、感度と放出電流です。 イオンゲージコントローラーは、エレクトロメータ
ー（本質的に非常に敏感な電流計）を使用してコレクター電流を測定し、表示用の圧力測定値に変換します。 
 
放出電流を減らすことは、これによりゲージによるガス放出と電力消費を最小限に抑えることが望ましい。 放出電
流を減らすと、測定するイオン電流が小さくなり、高感度の電位計が必要になります。 AMLのイオンゲージコン
トローラーは、わずか 0.5 mAの放出電流で動作するように設計されており、最低圧力で 5 mAに増やすだけで済
みます。 これは、高感度のエレクトロメーター設計により可能になりました。 
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Filaments are usually tungsten or coated Iridium; the latter is more efficient and can survive exposure to much higher 
pressures without damage. AML offer tungsten, yttria coated and thoria coated iridium filaments. Gauges are equipped with 
two filaments for redundancy; should a filament fail, the alternate filament can be used, without requiring downtime in the 
chamber to replace the filament. 

All of our Bayard-Alpert ion gauges are manufactured in the United Kingdom, in our ISO Class 7 cleanroom, and undergo 
a stringent quality assurance process, ensuring that they meet AML’s high standard of quality. 

For more information about our range of vacuum measurement instrumentation, please do not hesitate to contact our 
dedicated team by emailing info@arunmicro.com. 

 
 
 

フィラメントは通常、タングステンまたはコーティングされたイリジウムです。 後者はより効率的であり、損傷す
ることなくはるかに高い圧力にさらされても耐えることができます。 AMLは、タングステン、イットリアコーテ
ィング、およびトリアコーティングイリジウムフィラメントを提供しています。 ゲージには、冗長性のために 2本
のフィラメントが装備されています。 フィラメントが故障した場合、フィラメントを交換するためにチャンバー
内でダウンタイムを必要とせずに、代替フィラメントを使用できます。 
 
Bayard-Alpertイオンゲージはすべて、英国の ISOクラス 7クリーンルームで製造され、厳格な品質保証プロセス
を経て、AMLの高品質基準を満たしています。 
 
弊社の真空測定機器の詳細については、info @ arunmicro.comに電子メールを送信して、専任チームにお気軽にお
問い合わせください。 
 


