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 1x10-10mbar (1x10-8Pa)の真空度 
 環境での活用 

 ベーキング温度 200ºC まで. 
 動作温度 77K（-196℃）から+175℃まで 
 市場での実績：ＡＭＬのＵＨＶモータは 

 1986 年に発売以来多数の実績 
 SMD210 コントローラにて高トルク、 

 ステップレートにて真空内で連続運転可 
 耐放射線強化タイプもあります 
 特別仕様シャフトタイプも対応可 

 
 

 
 2 軸モータのシーケンス制御 
 ホストコンピュータによる制御  
 内部保存プログラムによる自動運転  
 フロントパネルにて手動操作. 
 1/8, 1/4 ステップ 及びハーフとフルステップ 
 K タイプ熱電対内蔵、徹底したモータの温度管理 
 モータの熱発生とアウトガス低減のために低電力  

 消費駆動技術採用. 
UHV (1 x 10-10 ミリバール) 達成のための徹底したモ

ータ温度管理によるモータ発熱による排ガスを完全制御 
 
 
 

 
 

 2 式の AIG BA ゲージと 2 式のピラニゲージと静電容  
  量気圧計の制御 

 連続測定レンジ: 1 バールから 3x10-11 mbar. 
 高輝度 LED 表示 (アナログとデジタル). 
 4 個の内部電源リレーは独立してゲージに割り当て可 
 データ収集と制御用に RS-232 インターフェース付 

 ミリバール、トール又はパスカル単位にて科学的表記法

又はバーグラフ表示 

交換用フィラメントのご依頼や修理及びメンテナンスのみのご要

望も承ります。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 適応真空範囲は 1x10-3 から 3x10-11 mbar 

(1x10-1 から 3x10-9Pa). 

 2 式のタングステン、トリア又はイットリアコーティン

グされたフィラメントを使用 

 電子衝撃によるガス排出 

 ベーキング温度 250ºC. 

 感度は 窒素で 19 ミリバール-1、Ｘ線では 漸近

線で 3x10-11 ミリバール 

 交換用フィラメント承ります 

 
 
 
 
 
 
 

 適応範囲 1 バールから 1x10-3 mbar. 
 ベーキング可能タイプも有り 
 AML 延長リードは面倒な校正無しで装着可 

 

 
 
 

 MLF18 は真空内でＵＨＶモータと他の電機部品を 

 接続するための幅広い選択が出来る結線用部品 

 個別のガラス圧縮シール付 NW35CF 内の 

 18-Way フィードスルー 

 ベーキング温度 250 ℃ 

 1.5mm 金メッキ処理ピン 

 定格値 ピン 1 本につき 200V, 5A. フィード  

 スルー全体で最大 15A  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ポリイミドコーティングワイヤ、ＵＨＶ環境での使 
  用に適合 

 ベーキング温度 250 ℃ 
 良質誘電特性及び機械的特性 
 高性能ガス抜き性能. 

 

 サブリメーション電流 30-55A の範囲で設定可 
 稼働中の調整は不要 
 低ノイズ EMC 指令準拠 
 最大 4 式のフィラメント付広範囲ヘッドに最適. 
 88mm (2U) ラックマウント 
 シンプル且つ堅牢、高信頼性 

            

   UHV ステッパーモータ 
   次世代ＵＨＶモータ Dシリーズ登場！ 
 

SMD210 – ステッパーモータ  
ドライバー・コントローラ 
 

AIG17 – ベイヤード・アルパート  
イオンゲージ ヘッド及び リード 
 

NGC2D – ベイヤード・アルパート  
イオンゲージ  コントローラ 
 

MLF18 F – 18 Way フィードスルー 
 

PV – ピラニゲージヘッド & リード 

UHV 互換ワイヤー及び熱電対 

TSP 2 – チタン サブリメーション      
ポンプ & コントローラ 

フィードスルー MLF18 アクセサリー：バレルコネクター、 
リード、PEEK 材 コネクター（ベーキング可） 
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仕様： 
・最大電流（脱ガス）：52A 
・操作真空度： 
 10-1～10-11mBar 
・操作温度： 
 -196 ～250℃ 
・ベーキング温度： 
 350℃ 
・ 

 
チタン昇華ポンプ 
 
特長： 
・3 フィラメント. 
• 標準長 203mm. 
• 特別長も可 
 （ご要望次第） 
• ベーキング温度 
最高 350°C. 

 

 
・取り付けフランジ： 
 DN40CF 
・最大気化率： 

10mg/min. 
・使用可チタン： 
 0.6g / フィラメント 
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 標準ストローク：50mm から 250mm(5 機種)まで 

 分解能：1μm 又は 5μm 

 送り速度：5mm 又は 15mm/sec 

 XYZ 軸構成：追加治具なしで構成できます。 

 移動方向：任意方向に設定可 

 対応真空度：1 x 10-10mBar(1 x 10-8Pa)以下の超

高真空環境に適応 

 ベーキング温度：200ºC 

 
 

 
 2 軸モータのシーケンス制御 
 ホストコンピュータによる制御  
 内部保存プログラムによる自動運転  
 フロントパネルにて手動操作. 
 1/8, 1/4 ステップ 及びハーフとフルステップ 
 K タイプ熱電対内蔵、徹底したモータの温度管理 
 モータの熱発生とアウトガス低減のために低電力  

 消費駆動技術採用. 
UHV (1 x 10-10 ミリバール) 達成のための徹底したモータ

温度管理によるモータ発熱による排ガスを完全制御 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 対応真空度：1 x 10-10mBar(10-8 Pa) 
 ギア比オプション：4:1 から 100:1 
 高伝達効率：>94% 
 低イナーシャ 
 高精度、低バックラッシュ 
 ベーキング温度：200ºC 迄 

 
 

 分解能：1 ステップ 0.036°から 0.003° 
 無負荷ではバックラッシュは分解能以下 
 間欠動作での平衡負荷は最大 1Kg 迄 
 CRSモデル10K20K/30K はAML社標準ステージに

直に搭載可 
 対応真空度：1 x 10-10mBar(10-8 Pa) 
 ベーキング温度：200ºC 迄可 

 
 
 

UHV 精密ステージ モデル：LTVL / 
LTVH 最大可搬荷重 20Kg 

SMD210 – ステッパーモータ ドライバー・コントローラ 
 

UHV 位置決めシステム用アクセサリー UHV 精密ロータリーステージ モデル：CR シリーズ 

 Y 軸に Z 軸ステージが組み込まれた低床ステ

ージ（ロータリステージも組込み可） 
 ＵＨＶ環境での実績豊富 
 ゴニオメータはユーセントリックシステムで  

ＵＨＶ表面解析研究用途に実績多数 
 

ＵＨＶ精密メカニズム（低床 XYZ ステージ） 
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 高負荷・高剛性が必要な場合は LTX シリーズ

が最適 

 標準ストローク：25mm、55mm 及び 85mm 

 分解能：1μm or 5μm 

 最高送り速度：4mm/sec 又は 15 mm/sec 

 多軸構成：追加治具なしで XYZ 構成可 

 適合真空度：1 x 10-10mBar(10-8 Pa) 

 ベーキング温度：200ºC 迄 

 ユーザご要望仕様に対応可 

UHV 精密ギアヘッド モデル：PG42 

 

 

 

 

 

 

フィードスルー

MLF18F とコント

ローラ間接続用 
MLF18NBL 

フィードスルー

MLF18AC 
18 ウェイ 

カプトンケーブル 
(モータケーブル及

び熱電対ケーブル) 

大気側バレルコネ

クター MLF18AC 

真空側コネクター

MLF18VCF  

 
高剛性タイプステージ：モデル LTX 
最大可搬荷重 50Kg 

 

    


