
 
KW Wire 
Ultra High Vacuum Wire & Thermocouple 

 
 

GENERAL CHARACTERISTICS OF POLYIMIDE INSULATED WIRE 
 
Polyimide has excellent dielectric and mechanical properties. It has good resistance to abrasion and is flexible at 
high and low temperatures. The outgassing performance is excellent and it loses adsorbed gas quickly during 
bakeout. 

Polyimide covered wire is available in two basic forms: enamelled and film-wrapped. The enamelled wire has a 
thin coating and has the advantage of being radiation-resistant. The film-wrapped wire has much thicker insulation 
and is more suitable in applications where the wire is subjected to movement. 

Polyimide is naturally gold to pale brown in the range of thicknesses used: no organic dyes are added. All products 
of this type are supplied cleaned for UHV use. 

 
Common Data - all types 
• Minimum bend radius 4mm 
• Bakeable to 200ºC. The insulation will remain intact up to 260ºC but the outgassing performance may be 

permanently degraded. 
• Minimum temperature <4.2ºK. If used below 80ºK the wire must not be allowed to flex, stretch or twist. 
• Outgassing products CO and H2, < 1 x 10-12 mBar litres/sec. cm2 at 70ºC after a 12 hour bake at 200ºC. 

 
KW3 
• Polyimide enamelled OFHC copper wire. 10 metre length. 
• Wire diameter 0.295mm, overall 0.314 to 0.331mm 
• Resistance 0.25 ohm metre-1 at 20ºC. 
• Voltage rating 250V RMS. 
• Withstands gamma irradiation > 1 x 1010 Rad. 

 
KW6 

• Silver-plated OFHC copper wire with two wrapped helical films of 
polyim-ide. The polyimide is sealed to itself with a fluorinated ethylene 
copoly-mer. 10 metre length. 

• Wire diameter 0.6mm, overall 0.81 to 0.87mm. 
• Resistance 0.06 ohm metre-1 at 20 ºC. 
• Voltage rating 600V RMS 

 
KTK 

Chromel/Alumel type K thermocouple with a wrapped helical film of 
poly-imide on each wire. The polyimide is sealed to itself with a 
fluorinated ethylene copolymer. The thermocouple junction is exposed. 
Wires are twisted. Length 2 metres. 
Wire diameters 0.2mm, overall 0.4mm. 
Tolerance. Deviation <1º over -40ºC to +230ºC from BS4937 standard 
table. 
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V6.2 

ポリイミド絶縁ワイヤの一般的特性 

ＵＨＶワイヤ& 熱電対 

ポリイミドは優れた誘電特性および機械的特性を有しています。耐摩耗性に優れ、高温と低温に柔軟に対応し
ます。 ガス放出性能は優れており、ベイクアウト中に吸着ガスを素早く取り除きます。 

ポリイミド被覆ワイヤは、エナメル被覆とフィルム被覆の 2 つの基本的な形で入手できます。 エナメル線は薄
いコーティングを有し、耐放射線性であるという利点があります。 フィルムで包まれたワイヤははるかに高度
の絶縁性を持ち、ワイヤが動くような用途に適しています。 

ポリイミドは、使用される厚さの範囲内で、自然色は金色から淡褐色であり、有機染料は添加されていません。 
このタイプの製品はすべて、UHV 用に洗浄された状態で提供されています。 

共通データ – 全線種 
• 最小曲げ半径4 mm 
• ベーキング温度200ºC迄：絶縁特性は最高260ºCまで変わりませんが、ガス放出性能は永久的に低下する可

能性あり。 
• 最低温度 <4.2ºK。 80ºK以下で使用する場合は、ワイヤを曲げたり、伸ばしたり、ねじったりしないでくだ

さい。 
• ガス放出物質ＣＯおよびH2、200℃で12時間焼いた後70℃で＜1x10-12 mBarリットル／秒x cm2。  
 

• ポリイミドエナメル加工 OFHC 銅線。 長さ 10 メートル。 
• ワイヤ直径 0.295 mm、全体で(府被覆も含めて) 0.314～0.331 mm 
• 抵抗値：20ºC で 0.25 オーム/m 
• 定格電圧 250V RMS。 
• 1×10 10 Rad 以上のガンマ線照射に耐えます。 

• ポリイミドの 2 重被覆にしたヘリカルフィルム銀めっき OFHC 銅線。 ポ
リイミドは、それ自体にフッ素化エチレンコポリマーで封止されている。 
長さ 10 メートル。 

• 線径 0.6mm、全体で(府被覆も含めて) 0.81～0.87mm。 
• 20℃での抵抗は 0.06Ω/m です。 
• 定格電圧 600V RMS 

• 各ワイヤにポリイミドのヘリカルフィルムを巻いたクロル/アルメルタイ
プ K 熱電対。 ポリイミドは、フッ素化エチレンコポリマーでそれ自体が
封止されています。 熱電対接合部は剥き出しです。 ワイヤツイスト（捻
じられ）ています 。長さ 2 メートル。 

• ワイヤ径 0.2mm、全体で(府被覆も含めて) 0.4mm。 
• 許容値。標準規格テーブル BS4937 からのずれが-40℃から+ 230℃の範囲

で 1℃以下。 



APPLICATION INFORMATION 
 
Application information 
Stripping 
 
Use of a rotary high speed stripper is recommended for all polyimide insulated wire. Thermal strippers are 
not suitable. 
 
Film-wrapped wire may be stripped by rolling the wire under a sharp knife and removing the free cylinder 
of insulation. Care should be taken to avoid damage to the wire. 
 
Enamelled wire may be stripped by abrading with silicon carbide paper. 
 
 
Use of Thermocouples 
 
The thermocouple junction is exposed. Ensure that contact with any conducting surface does not present 
a source of error to any measuring or control device connected to the thermocouple. Most control 
equipment will be affected by any common mode voltage on the thermocouple so it is often necessary to 
isolate the junction. Alumina ceramic beads or plates are convenient for this purpose because they have 
high thermal conductivity and good electrical insulation properties. 
 
Because the wires are identical in appearance they must be identified by other means. When the 
thermo-couple junction is heated a positive voltage is generated on the Chromel wire with respect to the 
Alumel wire. The voltage is about 40μV ºC-1 so that a temperature increase of many tens of degrees will be 
nec-essary for positive identification with a voltmeter. Alternatively, since Alumel is weakly magnetic it may 
be identified with a small permanent magnet. 
 
Connect the thermocouple to the controller with compatible, screened or twisted wires. It is generally not 
worthwhile using a compatible-material feedthrough, due to the practical difficulty involved in making a 
joint on the vacuum side with entirely compatible materials. Ensure that the feedthrough pins used are as 
close together as is practical so that they are at the same temperature. This will cause the voltages 
generated by the additional, unwanted thermocouples at each end of the feedthrough pins to be small and 
to cancel each other. The typical error with these precautions taken is less than 2ºC. 
 
Avoid using spare pins on a multi-way feedthrough carrying high currents as these will heat the entire 
feedthrough and contribute to measurement errors. Large alternating voltages close to the thermocouple 
wires may affect the measuring device. 
 
ORDERING INFORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AML pursues a policy of continuous improvement and reserves the right to make detail changes to 
specifi-cations without consultation. E and OE. 

AML acknowledges the rights of the owners of all trademarks and registered names. 
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email: sales@arunmicro.com 

注文番号 

KW3 
 

KW3/100 
 

KW6 
 

KW6/100 
 

KTK 

0.3mm 銅線, ポリイミドエナメルコーティング. 10m 
 
0.3mm銅線, ポリイミドエナメルコーティング. 100m 

 
0.6mm 銅線, ポリイミド被覆 10m 

 
0.6mm 銅線, ポリイミド被覆 100m 

 
Type K 熱電対h, ポリイミド被覆. 2m 

アプリケーション情報 

ストリッピング（被覆剥がし） 

すべてのポリイミド絶縁電線には、回転式高速ストリッパーの使用をお勧めします。 サーマルストリッパーは適
していません。 

フィルムを巻いたワイヤは、鋭利なナイフにワイヤを巻き付けて、シリンダー状の絶縁膜を取り外すことができま
す。 ワイヤを傷つけないように注意してください。 

エナメル線は、炭化ケイ素（シリコンカーバイド）紙で研磨することによって剥がすことができます。 

熱電対の使用要領 

熱電対接合部は露出しています。 導体と接触しても、熱電対に接続されている測定機器や制御機器にエラーが発
生しないようにしてください。 ほとんどの制御機器は熱電対の同相電圧の影響を受けるため、多くの場合接合部
を絶縁する必要があります。 アルミナセラミックビーズまたはプレートは、それらが高い熱伝導率および良好な
電気絶縁特性を有するので、この目的に適しています。 

ワイヤは外観が同じなので、他の方法で識別する必要があります。 熱電対接合部が加熱されると、アルメル線
に対してクロメル線に正の電圧が発生します。 電圧は約 40μVºC-1 なので、電圧計で確実に識別するためには数
十度の温度上昇が必要になります。 代替的に、アルメルは弱い磁性があるので、これは小さな永久磁石で識別
することができます。 

熱電対を互換性のあるシールド付きまたはツイストペア線でコントローラに接続します。 完全に適合性のある材
料で真空側に接合部を形成することは実際上困難であるため、一般的に適合性材料を使用したフィードスルーを
使用する必要はありません。 使用されるフィードスルーピンが同じ温度になるように、できるだけ実用的な間隔
で近づけてください。 これにより、フィードスルーピンの両端にあるピン間で発生する不要な熱電対効果によっ
て生成される電圧が小さくなり、互いに相殺されます。 これらの注意を順守した場合の一般的な誤差は 2℃以下
です。 

大電流が流れる多方向フィードスルーには予備ピンを使用しないでください。これらのピンはフィードスルー全
体を加熱し、測定誤差の原因となります。 熱電対ワイヤに近い大きな交流電圧は、測定装置に影響を与える可能
性があります。 

注文情報 

AML は継続的改善の方針を追求し、協議なしに仕様を詳細に変更する権利を
留保します。 
AML はすべての商標および登録名の所有者の権利を認めます。 
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