
工業用振動センサカタログ
PCB Piezotronics

予知保全・状態監視用振動センサ＆4-20mAトランスミッタ、
防爆対応振動センサ、高温・耐放射線対応振動センサ、
ベアリング故障検知用振動センサ＆トランスミッタ、ガスタービン燃焼圧センサ



● Total Customer Satisfaction
PCB社はTotal Customer Satisfactionを標榜しておりま
す。もし納入された製品に何かしらの不具合があった場合
下記までご一報ください。
株式会社 東陽テクニカ 機械計測センサ部
電話（03）3245-1240　FAX（03）3246-0645
E-mail：PCB@toyo.co.jp

● Worldwide Web — http://www.pcb.com
PCB社の振動センサ事業部の各種製品情報及び技術情報は
PCB社web site — http://www.pcb.comで提供しており
ます。
又、株式会社 東陽テクニカ 機械計測センサ部　取り扱い製
品の詳細はweb site — http://www.toyo.co.jp/sens/で
ご覧ください。

● 製品改善
永続的な製品改良により、各種製品の仕様は変更されること
があります。

● 東陽テクニカの加速度計校正サービス
東陽テクニカは加速度計校正システムを完備しており、低価格
／短納期でPCB社と同品質の校正サービスがご提供可能です。
また、ISO17025に対応した校正成績書を発行することが
可能です。
詳しくは下記のWebサイトをご覧ください。
http://www.toyo.co.jp/support/calibration

● 特注製品
PCB社はほとんどの部品、コネクタなどを社内で製造して
おり、用途に応じた特注センサのご用命を賜っております。
何なりとお問い合わせください。

● ISO-9001認定
PCB社はUnderwriters Laboratory社よりISO-9001工場
として認定されております。又、MIL-STD-45662とMIL-
Q-9858の規格にも適合しています。

● ISO-9001及びISO-10012-1適合校正
全てのPCB社振動センサ事業部の加速度計はNIST（National 
Institute of Standards & Technology）及びPTB完全ト
レーサブルの校正を行っています。実校正計測データを含
む校正証書が加速度計に添付されます。PCB社の全ての校
正装置はISO-9001及びISO-10012-1規格に適合した保
守がなされております。又、校正方法はA2LAによってISO-
17025適合の認承を受けています。

● CEマーク  
多くのPCB社製品は欧州EMC規制に基づくCEマークに
適合しています。CEマーク適合製品は本カタログ中で   
ロゴがついています。
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振動モニタリングシステムの構成例

ICPⓇセンサを使用した場合：
PLC, DCS, SCADA, 警報装置

データ収録器、FFTアナライザ
（波形解析、故障診断用）

4-20mA 信号ケーブル

アナログ信号ケーブル
センサケーブル

ICPⓇ加速度計

振動トランスミッタ
（4-20mA, アナログ（生波形）出力対応）

4-20mA出力振動センサを使用した場合：

センサケーブル
PLC, DCS, SCADA, 警報装置

4-20mA 振動センサ



工業用振動センサ
IMI Sensors

PCB Piezotronics IMI事業部では機械設備の予知保全、状態監視用の工業用振動センサ、4-20mAトラン
スミッタ、振動スイッチ、燃焼圧センサを製造しております。工業用振動センサは堅牢、高安定性で、ダブル
ハウジング構造により電気絶縁タイプとなっております。ベアリング、モータ、スピンドル等の各種回転機
器の振動モニタ用に最適です。また、モニター機器、ジャンクションボックス、マウントベース、校正器等の
周辺機器や各種アクセサリーも用意しております。ケーブルも自社で製造しており、様々なご要求に応じ
たケーブルを供給することが可能です。

ICPⓇは「Integrated Circuit Piezoelectric」の略であり、PCB社の登録商標です。アンプ内蔵型の圧電型
センサを示します。

IMI とは Industrial Monitoring Instrumentation 工業用監視および制御機器の総称です。

工業用振動センサ　型式ガイド

6 N N X C S

シリーズ番号
601, 623, 等

改訂番号
A, B, C, 等

IMI工業用製品
PCB Piezotronics社の
部門

感度（ICPⓇ加速度計のみ）
0=10mV/g
1=100mV/g
2=500mV/g

3=1V/g
4=10V/g
5=50mV/g

カテゴリ
0=低価格ICPⓇセンサ
1=高温対応電荷出力型
2=高精度ICPⓇセンサ
3=高精度ICPⓇセンサ
4=4-20mAセンサ
5=静電容量型センサ

6=組込み式センサ
7=未設定
8=シグナルコンディショナ／

トランスミッタ
9=ターミナルボックス／加振器

コネクタ／一体ケーブルタイプ（センサのみ）
0=2ピンMIL
1=ポリウレタン一体ケーブル
2=テフロン一体ケーブル
3=Bayonet MIL
4=10-32トップコネクタ

5=10-32サイドコネクタ
6=金属被覆一体ケーブル
7=ターミナルボックス
8=ミニMIL

型式の例 6 2 3 A 1 1
シリーズ623
高周波工業用ICPⓇ加速度計

100mV/g

ポリウレタン一体ケーブル

改訂番号　A
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汎用用途
低価格ICPⓇ加速度計

低価格ICPⓇ加速度計は予知保全・状態監視向けに機械設備に常時設置し、振動をモニタリングすることを
目的としたセンサです。研究開発用センサに比べ堅牢で、ケース絶縁がされております。また、センサに使
用する2線ツイストペアケーブルはユーザ様でケーブル長さの調整やコネクタの取付が簡単に行えます。

●   常時据付に最適
●   堅牢なステンレスの筐体
●   溶接密封構造による高い耐環境性
●   ダブルハウジングによるケース絶縁

低価格ICPⓇ加速度計
型番：601A01
●   10mV/（m/s2）（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.27～10,000Hz
●   SN比が高い
●   ケーブル一体タイプに変更可能

低価格ICPⓇ加速度計
型番：602D01
●   10mV/（m/s2）（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.5～8,000Hz
●   サイドコネクタ、貫通ボルト
●   高温対応（162℃）に変更可能
（18 — 19ページ）
●   温度または速度出力を追加可能

低価格ICPⓇ加速度計
型番：603C01
●   10mV/（m/s2）（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.5～10,000Hz
●   感度の変更が可能
1mV/（m/s2）、 5mV/（m/s2）、
50mV/（m/s2）
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低価格ICPⓇ加速度計

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

低価格ICPⓇ加速度計
型番：606B01
●   10mV/（m/s2）
（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.5～10,000Hz
●   サイドコネクタ、
貫通ネジタイプ

袋ナット一体型（SwivelerⓇ） 
ICPⓇ加速度計
型番：607A01
●   10mV/（m/s2）
（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.5～10,000Hz
●   コネクタ：2ピン MIL-C-5015
●   袋ナット（SwivelerⓇ）タイプ
でケーブル取出し方向を自由
に決めることが可能

（US特許: #6,435,902）

製品仕様
型番 601A01 602D01 603C01 606B01 607A01
感度 10mV/（m/s2）
感度許容値 ±20% ±10% ±20% ±15%
測定レンジ 500m/s2

周波数範囲（±3dB） 0.27～10,000Hz 0.5～8,000Hz 0.5～10,000Hz
共振周波数 16kHz 25kHz 18kHz
分解能 491µm/s2 3,434µm/s2

非線形性 ±1%
横軸感度 ＜7%
耐衝撃 50,000m/s2 pk
温度範囲 −54～121℃
防水・防塵構造 IP68
初期安定化時間 ＜4秒 ＜2秒
放電時定数 ＞0.6秒 ＞0.3秒
励起電圧 18～28VDC
定電流 2～20mA
バイアス電圧 8～12VDC
ケース絶縁 ＞108Ω
重さ 80グラム 74グラム 51グラム 124グラム 105グラム
取付トルク 2.7～6.8Nm
受感素子／構造 セラミック／シェア
ハウジング材質 ステンレススチール
シール 溶接密封
コネクタ 2ピン MIL-C-5015
標準付属アクセサリ

型番 081A40
取付ネジ

型番 081A97
貫通ボルト（1/4-28）

型番 081A40
取付ネジ

型番 081A68
貫通ボルト（1/4-28）

型番 080A162
取付ネジ

型番 ICS-2 NISTトレーサブル　1点（100Hz）校正　
オプション
EX - 防爆対応 − ◯ ◯ − ◯
M - メトリックマウント ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
TO - 温度出力 − ◯ ◯ − ◯
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防水対応
低価格ICPⓇ加速度計
●   一体ケーブルデザインであり、防水IP68に対応
●   水深500mで使用可能
●   柔軟性の高いポリウレタンケーブルを採用
●   小型・軽量

袋ナット一体型（Swiveler®）ICPⓇ加速度計
型番：607A11
●   10mV/（m/s2）（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.5～10,000Hz
●   3m（10f）、9m（30ft）一体ケーブルタイプがPCB標準在庫品
●   ケーブルの向きが自由に設定できるスイベルタイプの取付

低価格ICPⓇ加速度計
型番：608A11
●   10mV/（m/s2）（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.5～10,000Hz
●   3m（10ft）、9m（30ft）一体ケーブルタイプがPCB標準在庫品

金属被覆SpindlerⓇ ICPⓇ加速度計
型番：607A61
●   10mV/（m/s2）（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.5～10,000Hz
●   金属被覆にするケーブルの長さと全体のケーブルの
長さを指定可能

●   工作機械に最適

3m（10ft）金属被覆ケーブル
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低価格ICPⓇ加速度計

製品仕様
型番 607A11 607A61 608A11
感度 10mV/（m/s2）
感度許容値 ±15%
測定レンジ 500m/s2

周波数範囲（±3dB） 0.5～10,000Hz
共振周波数 25kHz 22kHz
分解能 3,434µm/s2

非線形性 ±1%
横軸感度 ＜7%
耐衝撃 50,000m/s2 pk
温度範囲 −54～121℃
防水・防塵構造 IP68 IP67 IP68
初期安定化時間 ＜2秒
放電時定数 ＞0.3秒
励起電圧 18～28VDC
定電流 2～20mA
バイアス電圧 8～12VDC
ケース絶縁 ＞108Ω
重さ 31グラム 99.3グラム
取付トルク（ネジ） 9.5～10.8Nm 2.7～6.8Nm
取付トルク（六角ナット） 2.7～6.8Nm N/A
受感素子／構造 セラミック／シェア
ハウジング材質 ステンレススチール
シール 溶接密封 モールド
コネクタ ケーブル一体
標準付属アクセサリ

型番 080A156
取付ネジ

型番 081A40
取付ネジ

型番 ICS-2　NISTトレーサブル　1点（100Hz）校正　
オプション
EX - 防爆対応 ◯ ◯ ◯
M - メトリックマウント ◯ ◯ ◯
TO - 温度出力 ◯ ◯ ◯
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高感度または高レンジ
低価格ICPⓇ加速度計
●   低回転体に対して高感度かつ高分解能な測定が可能（601A02, 603C02）
●   高衝撃を伴う用途に対して低感度かつ高レンジで測定が可能（603C00）
●   低周波特性が優れている（601A02）

低価格ICPⓇ加速度計
型番：601A02
●   50mV/（m/s2）
（100m/s2測定レンジ）
●   低周波特性が良い（＜2Hz）
●   低回転体の振動測定に最適

低価格ICPⓇ加速度計
型番：603C00
●   1mV/（m/s2）
（5,000m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲： 0.5Hz～10,000Hz
●   高レンジ
●   高速回転、高振動の用途向け

低価格ICPⓇ加速度計
型番：603C02
●   50mV/（m/s2）
（100m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲： 0.5Hz～10,000Hz
●   高分解能
●   低回転体の振動測定に最適

製品仕様
型番 601A02 603C00 603C02
感度 50mV/（m/s2） 1mV/（m/s2） 50mV/（m/s2）
感度許容値 ±20%
測定レンジ 100m/s2 5,000m/s2 100m/s2

周波数範囲（±5%） 0.47～4,000Hz N/A
周波数範囲（±10%） 0.33～5,000Hz N/A
周波数範囲（±3dB） 0.17～10,000Hz 0.5～10,000Hz 0.5～3,000Hz
共振周波数 N/A 25kHz
分解能 343µm/s2 19,620µm/s2 2,943µm/s2

非線形性 ±1%
横軸感度 ＜7%
耐衝撃 50,000m/s2 pk
温度範囲 −54～121℃
防水・防塵構造 IP68
初期安定化時間 ＜10秒 ＜3秒 ＜5秒
放電時定数 ＞1秒 ＞0.4秒 ＞0.3秒
励起電圧 18～28VDC
定電流 2～20mA
バイアス電圧 8～12VDC
ケース絶縁 ＞108Ω
重さ 80グラム 51グラム
取付トルク 2.7～6.8Nm
受感素子／構造 セラミック／シェア
ハウジング材質 ステンレススチール
シール 溶接密封
コネクタ 2ピン MIL-C-5015
標準付属アクセサリ

型番 081A40　取付ネジ
型番 ICS-2　NISTトレーサブル　1点（100Hz）校正　

オプション
EX - 防爆対応 − ◯ ◯
M - メトリックマウント ◯ ◯ ◯
TO - 温度出力 − − ◯

601A02 603C00, 603C02
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多軸ICPⓇ加速度計
●   3軸または2軸に対応
●   サイドコネクタ及び貫通ボルトデザイン
●   2～3チャンネルのデータ収録器を使用した定期的な振動データ収集による予知保全に最適

多軸ICPⓇ加速度計

製品仕様
型番 604B31 605B01 629A31
感度 10mV/（m/s2）
感度許容値 ±20% ±5%
測定レンジ 500m/s2

周波数範囲（±5%） N/A 2.4Hz～2,000Hz
周波数範囲（±10%） N/A 1.7Hz～5,000Hz
周波数範囲（±3dB） 0.5～5,000Hz 0.8Hz～8,000Hz
共振周波数 10kHz 20kHz
分解能 3,434µm/s2 981µm/s2

非線形性 ±1%
横軸感度 ＜5% ＜7%
耐衝撃 50,000m/s2 pk
温度範囲 −54～121℃
防水・防塵構造 IP68 N/A
初期安定化時間 ＜2秒 ＜3秒
放電時定数 ＞0.3秒 ＞0.2秒
励起電圧 18～28VDC
定電流 2～20mA
バイアス電圧 8～12VDC
重さ 124グラム 110.6グラム 139グラム
取付ネジ 1/4-28 オス 1/4-28 オス 1/4-28 オス
取付トルク 2.7～6.8Nm
受感素子／構造 セラミック／シェア
ハウジング材質 ステンレススチール
シール 溶接密封
コネクタ 4ピン MIL-C-26482 3ピン MIL-C-5015 4ピン MIL-C-26482
標準付属アクセサリ

型番 081A68　取付ボルト 型番 081A56　取付ボルト
型番 ACS-2T

NISTトレーサブル　各軸に対して1点（100Hz）校正
型番 ICS-1　NISTトレーサブル

10Hzから上限周波数（5%）までの周波数特性校正
オプション
CS - カナダ防爆対応（CSA） ◯ − −
M - メトリックマウント ◯ ◯ ◯

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

低価格 三軸ICPⓇ加速度計
型番：604B31
●   10mV/（m/s2）（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.5Hz～5,000Hz
●   サイドコネクタ、貫通ボルトデザイン

低価格 二軸ICPⓇ加速度計
型番：605B01
●   10mV/（m/s2）（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.5Hz～5,000Hz
●   サイドコネクタ、貫通ボルトデザイン

高精度 三軸ICPⓇ加速度計
型番：629A31
●   10mV/（m/s2）（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.8Hz～8,000Hz
●   周波数校正対応（三軸）
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高精度ICPⓇ加速度計
●   周波数特性の校正成績書が付属
●   出荷前検査項目を厳しく設定（感度許容値等）
●   温度変化のある環境では水晶が有効
●   速度出力に対応可

高精度ICPⓇ加速度計は定期的な振動測定での機械設備モニタリングに有効であり、様々な振動計と一緒
に使用されております。ICPⓇ電源を持つデータロガーやFFTアナライザに直接接続し測定が可能です。
高精度ICPⓇ加速度計はシェア型構造を採用しており、低価格ICPⓇ加速度計に比べて感度許容値を厳しく
しております。また、周波数特性の校正データも標準付属します。出荷されるすべてのセンサに対して溶
接密封に対する漏れ試験を行っております。

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

高精度ICPⓇ加速度計
型番：622B01
●   感度（±5%）：10mV/（m/s2）
（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.2Hz～15,000Hz
●   防爆対応可能 EX622A01（オプション）

高精度 水晶ICPⓇ加速度計
型番：624B01
●   感度（±5%）：10mV/（m/s2）
（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.8Hz～10,000Hz
●   コネクタ：2ピン MIL-C-5015
●   サイドコネクタ、貫通型デザイン

高精度ICPⓇ加速度計
型番：625B01
●   感度（±5%）：10mV/（m/s2）
（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.2Hz～10,500Hz
●   コネクタ：2ピン MIL-C-5015
●   サイドコネクタ、貫通型デザイン
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高精度ICPⓇ加速度計

製品仕様
型番 622B01 624B01 625B01
感度 10mV/（m/s2）
感度許容値 ±5%
測定レンジ 500m/s2

周波数範囲（±5%） 0.58Hz～6,000Hz 2.4Hz～5,000Hz 0.5Hz～6,500Hz
周波数範囲（±10%） 0.42Hz～10,000Hz 1.7Hz～7,000Hz 0.37Hz～7,500Hz
周波数範囲（±3dB） 0.2Hz～15,000Hz 0.8Hz～10,000Hz 0.2Hz～10,500Hz
共振周波数 30kHz 18kHz 25kHz
分解能 490µm/s2 9,810µm/s3 491µm/s2

非線形性 ±1%
横軸感度 ＜5%
耐衝撃 50,000m/s2 pk
温度範囲 −54～121℃
防水・防塵構造 IP68
初期安定化時間 ＜5秒 ＜10秒 ＜8秒
放電時定数 ＞0.8秒 ＞0.2秒 ＞1秒
励起電圧 18～28VDC
定電流 2～20mA
バイアス電圧 8～12VDC
重さ 94グラム 120グラム 145グラム
取付ネジ 1/4-28 メス 1/4-28 オス
取付トルク 2.7～6.8Nm
受感素子／構造 セラミック／シェア 水晶／シェア セラミック／シェア
ハウジング材質 ステンレススチール
シール 溶接密封
コネクタ 2ピン　MIL-C-5015
標準付属アクセサリ

型番 081A40
取付ネジ

型番 081A67
取付ボルト

型番 081A73
取付ボルト

N/A N/A 型番 080B45　サーマルブーツ
型番 ICS-1　NISTトレーサブル　10Hzから上限周波数（5%）までの周波数特性校正

オプション
CS - カナダ防爆対応 − − ◯
M - メトリックマウント ◯ ◯ ◯
TO - 温度出力 − ◯ ◯
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低周波対応
高精度ICPⓇ加速度計

低周波振動測定では小さな振幅の振動加速度レベルを測定する必要があります。このような場合に、IMIで
は低周波特性が良く、高感度な加速度計を提供しております。低周波振動測定及び解析に必要とされる高
分解能かつ高出力信号を得ることができます。

●   0.2Hzからの周波数範囲
●   周波数特性の校正データが付属
●   床振動、低回転体、大型構造物（橋梁等）の振動監視に有効

製品仕様
型番 625B02 626B01 626B02
感度 50mV/（m/s2） 10mV/（m/s2） 50mV/（m/s2）
感度許容値 ±5%
測定レンジ 100m/s2 500m/s2 100m/s2

周波数範囲（±5%） 0.5Hz～2,000Hz 0.5Hz～5,000Hz 0.5Hz～2,000Hz
周波数範囲（±10%） 0.37Hz～4,000Hz 0.37Hz～7,000Hz 0.37Hz～4,000Hz
周波数範囲（±3dB） 0.2Hz～6,000Hz 0.2Hz～10,000Hz 0.2Hz～6,000Hz
共振周波数 12kHz 23kHz 12kHz
分解能 147µm/s2 981µm/s3 196µm/s2

非線形性 ±1%
横軸感度 ＜7% ＜5% ＜7%
耐衝撃 25,000m/s2 pk 50,000m/s2 pk 25,000m/s2 pk
温度範囲 −54～121℃
防水・防塵構造 IP68
初期安定化時間 ＜4.5秒 ＜5秒 ＜3秒
放電時定数 ＞1秒
励起電圧 18～28VDC
定電流 2～20mA
バイアス電圧 8～12VDC
重さ 173グラム 150グラム 199グラム
取付ネジ 1/4-28 オス 1/4-28 メス
取付トルク 2.7～6.8Nm
受感素子／構造 セラミック／シェア
ハウジング材質 ステンレススチール
シール 溶接密封
コネクタ 2ピン　MIL-C-5015
標準付属アクセサリ

型番 081A73　取付ボルト 型番 081A40　取付ボルト
型番 080B45　温度保護ブーツ 型番 085A31　温度保護ジャケット

型番 ICS-1　NISTトレーサブル　10Hzから上限周波数（5%）までの周波数特性校正
オプション
M - メトリックマウント ◯ ◯ ◯
TO - 温度出力 ◯ ◯ −

高精度ICPⓇ加速度計
型番：625B02
●   感度（±5%）：50mV/（m/s2）
（100m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.2Hz～6,000Hz
●   コネクタ: 2ピン MIL-C-5015

高精度ICPⓇ加速度計
型番：626B01
●   感度（±5%）：10mV/（m/s2）
（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.2Hz～10,000Hz
●   コネクタ: 2ピン MIL-C-5015

高精度ICPⓇ加速度計
型番：626B02
●   感度（±5%）：50mV/（m/s2）
（100m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.2Hz～6,000Hz
●   コネクタ: 2ピン MIL-C-5015

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

625B02 626B01, 626B02
1/4-28取付ネジ穴
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IECEx IECEx

IECEx

IECEx
IECEx IECEx

IECEx

IECEx

高精度ICPⓇ加速度計

高周波対応
高精度ICPⓇ加速度計

ギアボックスやスクリューコンプレッサー等では金属同士の衝突による衝撃入力が振動に含まれていることがあり、高周波対応で低
感度な加速度計が必要となる場合があります。これらの用途では高い振動レベル及び衝撃が発生するため、正確な測定をするために
は大きな測定レンジ及び高い高周波応答性が要求されます。

●   ダイナミックレンジが広い
●   高周波応答に優れている
●   NISTトレーサブルな周波数校正の成績書付き

製品仕様
型番 621B40 623C00 623C01
感度 1mV/（m/s2） 1mV/（m/s2） 10mV/（m/s2）
感度許容値 ±10% ±5%
測定レンジ 5,000m/s2 5,000m/s2 500m/s2

周波数範囲（±5%） N/A 2.4Hz～8,000Hz
周波数範囲（±10%） 3.4Hz～18,000Hz 1.7Hz ～ 10,000Hz
周波数範囲（±3dB） 1.6Hz～30,000Hz 0.8Hz～15,000Hz
共振周波数 85kHz 40kHz
分解能 1,176µm/s2 2,943µm/s3 981µm/s2

非線形性 ±1%
横軸感度 ＜5%
耐衝撃 100,000m/s2 pk 50,000m/s2 pk 50,000m/s2 pk
温度範囲 −54～121℃
防水・防塵構造 N/A IP68
初期安定化時間 ＜3秒 ＜2秒
放電時定数 ＞0.1秒 ＞0.2秒
励起電圧 18～28VDC
定電流 2～20mA
バイアス電圧 8～12VDC
重さ 2.8グラム 51グラム

取付ネジ 5-40 オス 1/4-28 メスM3×0.5 オス（Mオプション）
取付トルク 203～226Ncm 2.7～6.8Nm
受感素子／構造 セラミック／シェア
ハウジング材質 チタン ステンレススチール
シール 溶接密封
コネクタ 5-44 同軸　ジャック 2ピン　MIL-C-5015 2ピン　MIL-C-5015
標準付属アクセサリ

N/A 型番 081A40　取付ボルト
型番 ICS-1　NISTトレーサブル　10Hzから上限周波数（5%）までの周波数特性校正

オプション
EX - ATEX防爆対応 − ◯ ◯
CS - カナダ防爆対応 − ◯ ◯
M - メトリックマウント ◯ ◯ ◯

超高周波対応ICPⓇ加速度計
型番：621B40
●   感度：1mV/（m/s2）
（5,000m/s2測定レンジ）
●   高周波対応　～30,000Hz
●   小型軽量　2.8グラム

高周波対応ICPⓇ加速度計
型番：623C00
●   感度1mV/（m/s2）
（5,000m/s2測定レンジ）
●   高周波対応　～15,000Hz
●   ケース絶縁、RF/EMI保護

高周波対応ICPⓇ加速度計
型番：623C01
●   感度：10mV/（m/s2）
（500m/s2測定レンジ）
●   高周波対応　～15,000Hz
●   ケース絶縁、RF/EMI保護

621B40

623C00, 623C011/4-28取付ネジ穴
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水晶ICPⓇ加速度計
●   永久的な据付及びオンラインモニタリングシステムに適している
●   防爆エリアやアクセスが難しい場所の設置に良い
●   定期振動点検のためのスイッチまたはジャンクションボックスへの接続

低価格 水晶ICPⓇ加速度計
型番：627A01
●   感度：10mV/（m/s2）
（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.33Hz～10,000Hz
●   コネクタ: 2ピン MIL-C-5015

高精度 水晶ICPⓇ加速度計
型番：628F01
●   感度：10mV/（m/s2）
（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.33Hz～12,000Hz
●   163℃ 高温対応可能（HTオプション）

627A01, 628F01

圧電型加速度計：セラミックに対する水晶の利点
工業用加速度計の受感部である圧電素子は圧縮やせん断力を加えると電荷が発生します。ほとんどのセンサは圧電素子と
して人工的に作られたセラミックを使用しています。別の圧電素子として水晶がありますが、水晶は天然結晶のためいくつ
かの利点があります。水晶のセンサは温度変化のある環境でセラミックに比べて感度変化をほとんど起こしません。また、
経年変化も起こしにくいです。実際、10年程度使用した水晶のセンサを校正した場合、製造時の感度と全く同じであること
がしばしばあります。
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水晶ICPⓇ加速度計

製品仕様
型番 627A01 628F01
感度 10mV/（m/s2） 10mV/（m/s2）
感度許容値 ±15% ±5%
測定レンジ 500m/s2 500m/s2

周波数範囲（±5%） N/A 1Hz～4,000Hz
周波数範囲（±10%） N/A 0.67Hz～6,500Hz
周波数範囲（±3dB） 0.33Hz～10,000Hz 0.33Hz～12,000Hz
共振周波数 18kHz
分解能 9,810µm/s2

非線形性 ±1%
横軸感度 ＜5%
耐衝撃 50,000m/s2 pk
温度範囲 −54～121℃
防水・防塵構造 IP68
初期安定化時間 ＜10秒
放電時定数 ＞0.5秒
励起電圧 18～28VDC
定電流 2～20mA
バイアス電圧 8～12VDC
重さ 94グラム
取付ネジ 1/4-28 メス
取付トルク 2.7～6.8Nm
受感素子／構造 水晶／シェア
ハウジング材質 ステンレススチール
シール 溶接密封
コネクタ 2ピン　MIL-C-5015
標準付属アクセサリ

型番 081A40
取付ボルト

型番 081A40
取付ボルト

型番 ICS-2　NISTトレーサブル
1点（100Hz）校正

型番 ICS-1　NISTトレーサブル
10Hzから上限周波数（6%）までの周波数特性校正

オプション
EX - ATEX防爆対応 − ◯
CS - カナダ防爆対応 − ◯
M - メトリックマウント ◯ ◯
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本質安全防爆対応ICPⓇ加速度計
● 労検（日本）　● EX（欧州）　● FM（米国）　● CSA（カナダ）
●   ATEX（欧州統一規格）　● MSHA（鉱山安全衛生庁）

防爆対応ICPⓇ加速度計
型番：EX622A01, EX628F01

防爆対応ICPⓇ加速度計
型番：EX623C00, EX623C01

防爆対応ICPⓇ加速度計
型番：EX607A11

防爆対応ICPⓇ加速度計
型番：EX622A31, EX628F31

防爆対応ICPⓇ加速度計
型番：EX622A11, EX628F11

●防爆検定
型式検定合格番号（日本）

型式 労働省検定合格番号（新技術基準）
622A01

TC16909
622A31
623C00
623C01
622A11 TC16910
628F01

TC16911
628F31
628F11 TC16912
607A11 申請中

定格
型式 本安回路許容電圧 内部キャパシタンス 本安回路許容電流 内部インダクタンス

622A01 28V  1.2nF 93mA  0µH
622A11 28V 26.2nF 93mA 151µH
622A31 28V  1.2nF 93mA  0µH
623C00 28V  1.2nF 93mA  0µH
623C01 28V  1.2nF 93mA  0µH
628F01 28V  1.2nF 93mA  0µH
628F11 28V 26.2nF 93mA 151µH
628F31 28V  1.2nF 93mA  0µH
607A11 28V 77.2nF 93mA 305µH
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●EX防爆（欧州）：本質安全防爆構造（ia）、Ⅱ CT4
　ATEX防爆（欧州統一規格）：同上

CENELEC Approved Hazardous Environments
Division 1 Continuous or Intermittent Hazards
EEx Code Letter
　ia Same as Zone 0, 1, and 2
　Zone 0 Continuous Hazard
　Zone 1 Intermittent Hazard
　Zone 2 Hazards under abnormal conditions
Class ⅡC Acetylene
Temperature Code T4 135℃ -maximum surface temperature

●CSA防爆（カナダ）、Canadian Standards
CSA Approved Hazardous Environments

Division 1 Continuous or Intermittent Hazards
Class 1 Gasses and Vapors
　Group A Acetylene
　Group B Hydrogen
　Group C Ethylene
　Group D Methane
Temperature Code T4 135℃ - maximum surface temperature

●FM防爆（米国）、Factory Mutual
FM Approved Hazardous Environments

Division 1 Continuous or Intermittent Hazards
Class 1 Gasses and Vapors
　Group A Acetylene
　Group B Hydrogen
　Group C Ethylene
　Group D Methane
Class 2 Dusts
　Group E Metal Dust
　Group F Coal Dust
　Group G Grain Dust
Class 3 Fibers（no sub groups）
Temperature Code T4 135℃ - maximum surface temperature

●本質安全防爆バリヤモジュール
電気的仕様 単位

チャンネル 1
本安回路許容電圧 V 28
本安回路許容電流 mA 93
バリヤ抵抗 Ω 300

機械的仕様
コネクター スクリューターミナル
実装方法 DIN レール
大きさ mm 101×99×7

型式検定合格番号（日本）
労働省検定合格番号（新技術基準）
C13157

製品仕様
型番 622A01 622A11 622A31 607A11 623C01 623C00 628F01 628F11 628F31
感度 10mV/（m/s2） 1mV/（m/s2） 10mV/（m/s2）
感度許容値 ±5% ±15% ±5%
測定レンジ 500m/s2 5,000m/s2 500m/s2

周波数範囲（±5%） 0.58～4,000Hz N/A 2.4～8,000Hz 1～4,000Hz
周波数範囲（±10%） 0.42～5,000Hz N/A 1.7～10,000Hz 0.67～6,500Hz
周波数範囲（±3dB） 0.2～10,000Hz 0.5～10,000Hz 0.8～15,000Hz 0.33～12,000Hz
共振周波数 20kHz 25kHz 40kHz 18kHz
分解能 491µm/s2 3,434µm/s2 981µm/s2 2,943µm/s2 9,800µm/s2

非線形性 ±1%
横軸感度 ＜5% ＜7% ＜5%
耐衝撃 50,000m/s2 pk
温度範囲 −54～121℃
防水・防塵構造 IP68
初期安定化時間 ＜5秒 ＜2秒 ＜3秒 ＜10秒
放電時定数 ＞0.8秒 ＞0.3秒 ＞0.2秒 ＞0.5秒
励起電圧 18～28VDC
定電流 2～20mA
バイアス電圧 8～12VDC
ケース絶縁 ＞108Ω
重さ 94グラム 31グラム 51グラム 91グラム
受感素子／構造 セラミック／シェア 水晶／シェア
ハウジング材質 ステンレススチール
標準付属アクセサリ

型番 081A40
取付ネジ

型番 080A156
取付ネジ

型番 081A40
取付ネジ

型番 ICS-1
NISTトレーサブル

10Hzから上限周波数（5%）までの周波数特性校正

型番 ICS-2
NISTトレーサブル
1点（100Hz）校正

型番 ICS-1
NISTトレーサブル

10Hzから上限周波数（5%）までの周波数特性校正
オプション
M - メトリックマウント ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
EX - 防爆（労検） ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
EX - 防爆（CENELEC） ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
FM - 防爆（米国） ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
CS - 防爆（カナダ） ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

防爆対応加速度計

●EX防爆（労研）：本質安全防爆構造（ia）、Ⅱ CT4
労研

Division 1 Continuous or Intermittent Hazards
EEx Code Letter
　ia Same as Zone 0, 1, and 2
　0種場所 爆発性雰囲気が連続して存在する区域
　1種場所 爆発性雰囲気が生成するおそれのある区域
　2種場所 爆発性雰囲気が生成しても短時間のみ存在する区域
爆発等級 ⅡC アセチレン
温度等級 T4 135℃ - 最高表面温度

691B60
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高温対応加速度計

高温対応工業用加速度計は事故の予防やダウンタイム削減のため、製紙、プラスチック、製鉄工場で予防保
全のツールとして多く使用されております。全ての高温対応のアンプ内蔵型ICPⓇ加速度計は162℃（動作
温度）まで対応しております。162℃を超える環境下では電荷出力型が有効であり、649℃まで対応してい
る加速度計も用意しております。

●   ICPⓇタイプで工業用高温対応センサとしては世界トップシェア
●   162℃までの高温に対応
●   トップまたはサイドコネクタを選択可能

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

高温対応ICPⓇ加速度計
型番：HT602D01
●   感度：10mV/（m/s2）
（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.8Hz～8,000Hz
●   コネクタ：2ピン MILコネクタ

高温対応ICPⓇ加速度計
型番：HT602D11
●   感度：10mV/（m/s2）
（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.8Hz～8,000Hz
●   テフロン一体ケーブル

高温対応ICPⓇ加速度計
型番：HT602D61
●   感度：10mV/（m/s2）
（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：0.8Hz～8,000Hz
●   金属被覆一体ケーブル

162℃

162℃

162℃
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高温対応加速度計

高温対応工業用ICPⓇ加速度計
型番：HT628F01
●   感度：10mV/（m/s2）
（500m/s2測定レンジ）
●   トップコネクタ
●   コネクタ：2ピン MIL-C-5015

162℃

製品仕様
型番 HT602D01 HT602D11 HT602D61 HT628F01
感度 10mV/（m/s2）
感度許容値 ±10%
測定レンジ 500m/s2

周波数範囲（±5%） N/A 2.4Hz～3,000Hz
周波数範囲（±10%） 1.7Hz～3,000Hz N/A 1.7Hz～5,000Hz
周波数範囲（±3dB） 0.8Hz～8,000Hz
共振周波数 25kHz 18kHz
分解能 1,472µm/s2 3,434µm/s2

非線形性 ±1%
横軸感度 ＜5%
耐衝撃 50,000m/s2 pk 10,000m/s2 pk
温度範囲 −54～162℃
防水・防塵構造 IP68 IP67 IP68
初期安定化時間 ＜2秒 ＜3秒
放電時定数 ＞0.2秒
励起電圧 18～28VDC
定電流 2～20mA 2～10mA
バイアス電圧 8～12VDC
重さ 153グラム 91グラム
取付ネジ 1/4-28 オス 1/4-28 メス
取付トルク 2.7～6.8Nm
受感素子／構造 セラミック／シェア 水晶／シェア
ハウジング材質 ステンレススチール
シール 溶接密封
コネクタ 2ピン　MIL-C-5015 テフロン一体ケーブル 金属被覆一体ケーブル 2ピン　MIL-C-5015
標準付属アクセサリ

型番 081A73
取付ボルト

型番 081A40
マウントネジ

型番 ICS-2　NISTトレーサブル
1点（100Hz）校正

型番 ICS-1
NISTトレーサブル

10Hzから上限周波数（5%）
までの周波数特性校正

オプション
M - メトリックマウント ◯ ◯ ◯ ◯
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高温対応加速度計

電荷出力型センサからの電荷信号は高インピーダンス信号であり、信号伝達経路は高い絶縁抵抗を保つ必
要があります。また、電荷出力型センサにはローノイズケーブルが必要となります。信号を低インピーダ
ンス電圧信号に変換するためにインラインチャージコンバータを使用することは長いケーブル配線をす
る際にとても有効です。

●   288℃対応加速度計
●   電気絶縁対応

高温対応電荷出力型加速度計
型番：357B53
●   感度：10pC/（m/s2）
（1,500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：3,000Hz
●   コネクタ：10-32 同軸 ジャック

288℃

高温対応電荷出力型加速度計
型番：357B54
●   感度：10pC/（m/s2）
（1,500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：3,000Hz
●   コネクタ：10-32 同軸 ジャック

288℃

高温対応電荷出力型加速度計
型番：357B8Xシリーズ
●   感度
型番357B81：2pC/（m/s2）
型番357B82：5pC/（m/s2）
型番357B83：10pC/（m/s2）

●   測定レンジ
型番357B81：20,000m/s2

型番357B82：10,000m/s2

型番357B83：5,000m/s2

●   周波数範囲
型番357B81：9,000Hz
型番357B82：6,000Hz
型番357B83：6,000Hz

●   コネクタ：7/16-27 2ピン

288℃

10-32取付ネジ穴

10-32取付ネジ穴
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高温対応加速度計

システム構成（推奨）
 A 高温・耐放射線対応 電荷出力型加速度計 型番 357B53, 357B54
 B 型番 023FZXXXFZ ケーブル（10-32プラグ to 10-32プラグ）
 C インラインチャージコンバータ 型番 422E65/A または 422E66/A
 D 型番 034FZXXXGA ケーブル（10-32プラグ to 10-32ジャック）
 E 型番 003C03 ケーブル（10-32プラグ to BNCプラグ）
 F ICPセンサ用シグナルコンディショナ
 G 型番 012A03 ケーブル（BNCプラグ to BNCプラグ）
 H データ収録器

XXX=ケーブル長さ（ft） 放射線・高温区域 安全区域

＜288℃ ＜288℃

A B C D E F G H

製品仕様
型番 357B53 357B54 357B81 357B82 357B83
感度 10pC/（m/s2） 2pC/（m/s2） 5pC/（m/s2） 10pC/（m/s2）
感度許容値 ±15% ±5%
測定レンジ 1,500m/s2 20,000m/s2 10,000m/s2 5,000m/s2

周波数範囲（±5%） 3,000Hz 9,000Hz 6,000Hz
周波数範囲（±10%） 3,500Hz N/A
周波数範囲（±3dB） 5,500Hz N/A
共振周波数 ＞12kHz ＞35kHz ＞20kHz
非線形性 ＜±1%
横軸感度 ＜5%
耐衝撃 20,000m/s2 pk 40,000m/s2 pk 20,000m/s2 pk 10,000m/s2 pk
温度範囲 −73～288℃ 288℃（最大）
ベース歪み感度 0.002（m/s2）/µε 0.04（m/s2）/µε 0.01（m/s2）/µε
耐放射線（中性子束） ＜1010 N/cm2

耐放射線（ガンマ線束） ＜108 rad
出力極性 負 差動
重さ 51グラム 50グラム
取付ネジ 10-32 メス 貫通穴（3）
受感素子／構造 セラミック／シェア
ハウジング材質 チタン ステンレススチール
シール 溶接密封
コネクタ 10-32 同軸　ジャック 7/16-27 2ピン
標準付属アクセサリ

型番 081B05  マウントネジ（10-32 to 10-32）
型番 M081B05  マウントネジ（10-32 to M6×0.75）

型番 081A99
マウントネジ（3）

型番 ACS-1
NISTトレーサブル

10Hzから上限周波数（5%）までの周波数特性校正
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高温対応加速度計
●   ケース電気絶縁対応の電荷出力型加速度計
●   危険区域での使用に対応
●   長期間のモニタリング用に差動出力に対応（357C7Xシリーズ）

IECEx IECEx

IECEx

IECEx
IECEx IECEx

IECEx

IECEx

IECEx IECEx

IECEx

IECEx
IECEx IECEx

IECEx

IECEx

高温対応電荷出力型加速度計
型番：357C7Xシリーズ
●   感度
型番357C71：1pC/（m/s2）
型番357C72：5pC/（m/s2）
型番357C73：10pC/（m/s2）

●   測定レンジ
型番357C71：10,000m/s2

型番357C72：5,000m/s2

型番357C73：3,000m/s2

●   周波数範囲
型番357C71：4,000Hz
型番357C72：2,500Hz
型番357C73：2,000Hz

●   コネクタ：7/16-27 2ピン

482℃

ケース高さ "A"
型式357C71=25.4mm
型式357C72=31.8mm
型式357C73=37.6mm

高温対応電荷出力型加速度計
型番：357B61
●   感度：1pC/（m/s2）
（10,000m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：5,000Hz
●   コネクタ：10-32 同軸 ジャック

482℃

電荷出力型加速度計
型番：357B69
●   感度：0.35pC/（m/s2）
（5,000m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：6,000Hz
●   コネクタ：10-32 同軸 ジャック

482℃
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システム構成（推奨）
 A 高温・耐放射線対応 電荷出力型加速度計 型番：357C71, 357C72, 357C73
 B 型番 013GNXXXGP ケーブル（2ソケット プラグ、7/16 to 2ピン ジャック）
 C 型番 045M19 FEPケーブル（ETコネクタ to EPコネクタ）
 D 型番 422M182
 E 型番 003D03 ケーブル（BNCプラグ to BNCプラグ）
 F ICPセンサ用シグナルコンディショナ
 G 型番 012A03 ケーブル（BNCプラグ to BNCプラグ）
 H データ収録器

XXX=ケーブル長さ（ft）

高温・放射線区域 安全区域
＜482℃ ＜121℃

A B C D E F G H

製品仕様
型番 357C71 357C72 357C73 357B61 357B69
感度 1pC/（m/s2） 5pC/（m/s2） 10pC/（m/s2） 1pC/（m/s2） 0.35pC/（m/s2）
感度許容値 ±5% ±10%
測定レンジ 10,000m/s2 5,000m/s2 3,000m/s2 10,000m/s2 5,000m/s2

周波数範囲（±5%） 4,000Hz 2,500Hz 2,000Hz 5,000Hz 6,000Hz
共振周波数 ＞25kHz ＞13kHz ＞11kHz ＞24kHz ＞35kHz
非線形性 ＜±1%
横軸感度 ＜5% ＜3% ＜5%
耐衝撃 20,000m/s2 pk 10,000m/s2 pk 50,000m/s2 pk 30,000m/s2 pk
温度範囲 −54～＋482℃
ベース歪み感度 0.32（m/s2）/µε 0.07（m/s2）/µε 0.02（m/s2）/µε
耐放射線（中性子束） 1010 N/cm2

耐放射線（ガンマ線束） 108 rad
出力極性 差動 負
重さ 75グラム 90グラム 110グラム 30グラム 16グラム
取付ネジ 貫通穴（3） 10-32 メス
受感素子／構造 セラミック セラミック／圧縮 圧縮
シール 溶接密封
コネクタ 7/16-27 2ピン 10-32 同軸　ジャック
標準付属アクセサリ

型番 081A99
マウントネジ（3）

型番 081A107
マウントネジ（10-32 to 10-32）

型番 M081A107 
マウントネジ（10-32 to M6×0.75）

N/A 型番 023A10　ハードラインケーブル
10-32 プラグ to 10-32　ジャック

型番 ACS-1
NISTトレーサブル

10Hzから上限周波数（5%）までの周波数特性校正
オプション
EX - ATEX 防爆対応 ◯ ◯ − − −
P - 正極性出力 − − − − ◯

高温対応加速度計
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高温対応加速度計
●   密封された一体ハードラインケーブル付の加速度計
●   危険区域での使用に対応
●   感度を選択可能（EX600B1Xシリーズ）
●   ガスタービンのモニタリングに最適（357D9Xシリーズ）

超高温対応ICPⓇ加速度計
型番：EX600B13
●   感度：10mV/（m/s2）
（500m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：3,500Hz
●   コネクタ：2ピン MIL-C-5015

482℃

超高温対応ICPⓇ加速度計
型番：EX600B14
●   感度：1mV/（m/s2）
（5,000m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：3,500Hz
●   コネクタ：2ピン MIL-C-5015

482℃

高温対応 電荷出力型 加速度計
型番：357D90
●   感度：0.5pC/（m/s2）
（10,000m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：2,500Hz
●   一体ハードラインケーブル

649℃

高温対応 電荷出力型 加速度計
型番：357D91
●   感度：0.5pC/（m/s2）
（10,000m/s2測定レンジ）
●   周波数範囲：2,500Hz
●   横方向の感度

649℃
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システム構成（推奨）
 A 高温・耐放射線対応 電荷出力型加速度計 型番 357D90, 357D91
 B 型番 003AXX ケーブル（10-32プラグ to 10-32プラグ）
 C インラインチャージコンバータ 型番 422E35/A　または 422E36/A
 D 型番 003DXX ケーブル（BNCプラグ to BNCプラグ）
 E ICPセンサ用シグナルコンディショナ
 F 型番 012A03 ケーブル（BNCプラグ to BNCプラグ）
 G データ収録器

XXX=ケーブル長さ（ft）

高温・放射線区域 安全区域
＜649℃ ＜121℃

A B C D E F G

高温対応加速度計

製品仕様
型番 EX600B13 EX600B14 357D90 357D91
感度 10mV/（m/s2） 1mV/（m/s2） 0.5pC/（m/s2）
感度許容値 ±5% ±10%
測定レンジ 500m/s2 5,000m/s2 10,000m/s2

周波数範囲（±5%） 4.7～3,500Hz 2,500Hz
周波数範囲（±10%） 3.4～5,000Hz N/A
周波数範囲（±1dB） N/A 4,000Hz
共振周波数 ＞20kHz ＞14kHz ＞13.5kHz
分解能 4,500µm/s2 N/A
非線形性 ＜±1% ＜±2.5%
横軸感度 ＜5%
耐衝撃 10,000m/s2 pk 10,000m/s2 pk 20,000m/s2 pk
温度範囲（加速度計） −54～＋482℃ −55～＋649℃
温度範囲（チャージアンプ） −51～＋121℃ N/A
出力極性 N/A 負
重さ 270グラム 50グラム
取付ネジ 貫通穴（3） 貫通穴
コネクタ 2ピン MIL-C-5015 10-32 同軸　ジャック
標準付属アクセサリ

型番 081A99
マウントネジ（3）

型番 081B108
マウントネジ（1/4-28×1）

型番 ACS-1
NISTトレーサブル

10Hzから上限周波数（5%）までの周波数特性校正
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組込み式加速度計

660低価格加速度計シリーズはOEMでの振動及び衝撃測定向けのソリューションを提供することが可能
です。特に製品パッケージやコンポーネントに対する衝撃の検知によく使用されております。また、小型
なデザインのため予知保全向けのアプリケーション用に工作機械に組み込まれる場合もあります。

組込み式加速度計は高耐久性及び広帯域な圧電素子を使用しております。高温でも動作可能な電荷出力型
と振動モニタリングシステムやデータ収録器に直接接続可能なICPⓇ型の両方を用意しております。

●   複数のサイズから選択可能
●   電荷出力、ICPⓇ、3線式低電圧駆動から選択可能
●   アプリケーションに応じて感度を選択可能

ペレットタイプ加速度計
平型タイプ T-05
型番：66103LPZ1
●   3線式電圧出力（電源、信号、グラウンド）
●   感度：1mV/（m/s2）
●   低電力消費

ペレットタイプ加速度計
スタンダード T-05
型番：66292CNZ1
●   2線式電荷出力（信号、グラウンド）
●   感度：1.1pC/（m/s2）
●   低電力消費
●   電源不要

ペレットタイプ加速度計
スタンダード T-08
型番：66332APZ1
●   2線式ICPⓇ（信号、グラウンド）
定電流駆動

●   感度：100mV/（m/s2）
●   高分解能

センサの結線図
電荷出力タイプ ICPⓇタイプ 低電圧駆動タイプ
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組込み式加速度計

製品仕様
パッケージサイズ 平型 T0-5 スタンダード T0-5 スタンダード T0-8
2線式ICPⓇ　仕様
測定レンジ 5,000m/s2 500m/s2 50m/s2

周波数範囲（±3dB） 0.4～10,000Hz 0.32～10,000Hz 0.13～8,000Hz
共振周波数 ＞30kHz ＞25kHz ＞20kHz
分解能 0.03m/s2 pk 0.003m/s2 pk 0.0003m/s2 pk
励起電圧 18～28VDC
定電流 2～20mA
出力インピーダンス ＜100Ω
バイアス電圧 8～12VDC
放電時定数 ＞0.4秒 ＞0.5秒 ＞1.2秒
初期安定化時間 2秒 2.5秒 12秒
温度範囲 −54～＋85℃
重さ 2.2グラム 3グラム 25グラム
他の利用可能な
感度 0.1mV/（m/s2） N/A 10mV/（m/s2）

50mV/（m/s2）
3線式低電源消費タイプ　仕様
感度（基準モデル） 1mV/（m/s2） 10mV/（m/s2） 100mV/（m/s2）
測定レンジ 2,000m/s2 200m/s2 20m/s2

周波数範囲（±3dB） 0.32～10,000Hz 0.32～10,000Hz 0.32～8,000Hz
共振周波数 ＞30kHz ＞25kHz ＞20kHz
分解能 0.03m/s2 pk 0.01m/s2 pk 0.003m/s2 pk
励起電圧 3～5VDC
消費電流 0.75mA
出力インピーダンス ＜100Ω
バイアス電圧 0.5×励起電圧
放電時定数 ＞0.5 秒
初期安定化時間 2.5秒 2.5秒 15秒
温度範囲 −54～＋85℃
重さ 2.2グラム 3グラム 25グラム
電荷出力型　仕様
感度（基準モデル） 0.5pC/（m/s2） 1.1pC/（m/s2） 12pC/（m/s2）
周波数範囲（±3dB） 10,000Hz 8,000Hz
共振周波数 ＞30kHz ＞25kHz ＞20kHz
温度範囲 −54～＋85℃ −54～＋121℃
容量 350pF 3,600pF
重さ 2.2グラム 3グラム 25グラム
共通仕様
横軸感度 ＜5%
非線形性 ＜1%
温度係数 0.18%/℃
耐衝撃 70,000m/s2 60,000m/s2

筐体材質 ステンレススチール
シール 溶接密封

660シリーズの型番指定方法
66 組込み式加速度計

パッケージサイズと感度
10 平型 T0-5　1mV/（m/s2）感度
16 平型 T0-5　0.1mV/（m/s2）感度 —下記の2Aのみ選択可能
19 平型 T0-5　0.5pC/（m/s2）感度 —下記の2Cのみ選択可能
21 T0-5　10mV/（m/s2）感度
29 T0-5　1.1pC/（m/s2）感度 — 下記の2Cのみ選択可能
31 T0-8　10mV/（m/s2）感度
32 T0-8　50mV/（m/s2）感度
33 T0-8　100mV/（m/s2）感度
39 T0-8　12pC/（m/s2）感度 — 下記の2Cのみ選択可能

センサ構成

2A 2線式ICPⓇモード（電源／信号、グラウンド）、
定電流駆動

2C 2線式 電荷出力モード（信号、グラウンド） —
上記の19, 29, 39のみ

3L 3線式 電圧モード（電源、振動、グラウンド）、低消費電力

4T 4線式 温度出力付き電圧モード
（電源、信号、グラウンド、温度）
センサ極性

PZ 正極性（ピンを取付した時にZ軸の上向き方向に
対する極性）

NZ 負極性（ピンを取付した時にZ軸の上向き方向に
対する極性）
電気的接続
1 ピン接続
2 0.3m 一体ケーブル

オプション

XX ケーブル長さのフィート指定
"XX"ft

MXX ケーブル長さのメートル指定
"XX"m

例：

66 21 2A PZ 1
組込み式、T0-5サイズ、
10mV/（m/s2）、
2線式、正極性かつピン接続の
ICP加速度計
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4-20mA出力 振動トランスミッタ

振動モニタリングを初めて行う場合、データ収録器の購入や振動解析のための技術者の教育等が発生する
ため、簡単にいかないことが多いです。しかし、ほとんどの工場では圧力、流量、温度等をモニタリングする
PLC、DCS、SCADA等の制御システムが導入されております。4-20mA出力振動トランスミッタは工場の
制御システムに直接接続可能なため、振動計測のためのデータ収録器の購入にかかる費用を削減すること
ができます。

●   PLC、DCS、SCADAシステムに直接接続可能な4-20mA出力センサ
●   重要な機械設備の状態監視に最適
●   振動モニタリングシステムを安く構築可能

4-20mA出力 トランスミッタ
型番：640B01
●   測定レンジ：0～25.4mm/s pk
●   周波数範囲：3～1,000Hz
●   生波形出力、温度出力、防爆対応
オプションを追加可能

4-20mA出力 トランスミッタ
型番：640B02
●   測定レンジ：0～50.8mm/s pk
●   周波数範囲：3～1,000Hz
●   生波形出力、温度出力、防爆対応
オプションを追加可能

4-20mA出力 トランスミッタ
型番：646B02
●   測定レンジ：0～100m/s2 rms
●   周波数範囲：3～10,000Hz
●   生波形出力、温度出力、防爆対応
オプションを追加可能

4-20mA出力 トランスミッタ
型番：641B01
●   測定レンジ：0～25.4mm/s rms
●   周波数範囲：10～1,000Hz
●   生波形出力、温度出力、防爆対応
オプションを追加可能

4-20mA出力 トランスミッタ
型番：641B02
●   測定レンジ：0～50.8mm/s rms
●   周波数範囲：10～1,000Hz
●   生波形出力、温度出力、防爆対応
オプションを追加可能

4-20mA出力 トランスミッタ
型番：645B00
●   測定レンジ：0～50m/s2 rms
●   周波数範囲：3～1,000Hz
●   生波形出力、温度出力、防爆対応
オプションを追加可能

製品仕様
型番 640B01 640B02 641B01 641B02 645B00 646B02

測定レンジ
0～25.4mm/s pk 0～50.8mm/s pk 0～25.4mm/s rms 0～50.8mm/s rms 0～50m/s2 rms 0～100m/s2 rms

0～1in/sec pk 0～2in/sec pk 0～1in/sec rms 0～2in/sec rms 0～5g rms 0～10g rms
出力 4-20mA
周波数範囲（±10%） 3～1,000Hz 10～1,000Hz 3～1,000Hz 3～10,000Hz
分解能 0.13mm/s pk 0.26mm/s pk 0.13mm/s rms 0.26mm/s rms 0.24m/s2 rms 0.49m/s2 rms
非線形性 ＜±1%
温度範囲 −40～＋85℃
励起電圧 12～30VDC
負荷抵抗 ＜50×（励起電圧−12）Ω、例えば、励起電圧=DC24Vとの時は、600Ω以下 
初期安定化時間 15秒
電気絶縁（ケース） ＞108Ω
重さ 131グラム
取付ネジ 1/4-28 メス
取付トルク 4～7Nm
受感素子／構造 セラミック／シェア
シール 溶接密封
コネクタ 2ピン MIL-C-5015
標準付属アクセサリ

型番 081A40　マウントネジ
型番 ICS-4　NISTトレーサブル　0Hzから上限周波数（10%）までの振幅応答

オプション
EX - ATEX 防爆対応 ◯ ◯ ◯ ◯ − −
M - メトリックマウント ◯ ◯ ◯ ◯ − −
RV - アナログ信号出力
10mV/（m/s2） ◯ ◯ ◯ ◯ − −

RVVO - アナログ信号出力
2.54mV/（m/s2） ◯ − − − − −
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4-20mA出力
振動トランスミッタ
●   常時据付に最適
●   サイドコネクタのため狭いスペースでの設置が可能
●   袋ナット一体型

振動トランスミッタ

4-20mA出力 トランスミッタ
型番：642A01
●   平型、サイドコネクタ
●   測定レンジ：0～25.4mm/s pk
●   2ピン MIL-C-5015 コネクタ

4-20mA出力 トランスミッタ
型番：642A11
●   測定レンジ：0～25.4mm/s pk
●   10ft（約3m）の一体ケーブル
●   防水対応

4-20mA出力 トランスミッタ
型番：642A61
●   測定レンジ：0～25.4mm/s pk
●   10ft（約3m）の金属被覆一体ケーブル
●   悪環境に有効

642A01 642A11 642A61

製品仕様
型番 642A01 642A11 642A61

測定レンジ
0～25.4mm/s pk

0～1in/sec pk
出力 4-20mA
周波数範囲（±3%） 3～1,000Hz
分解能 0.13mm/s pk
非線形性 ＜±1%
温度範囲 −40～＋85℃
励起電圧 12～30VDC
負荷抵抗 ＜50×（励起電圧−12）Ω、例えば、励起電圧=DC24Vとの時は、600Ω以下 
初期安定化時間 15秒
電気絶縁（ケース） ＞108Ω
重さ 108グラム
取付ネジ 1/4-28 UNF
取付トルク 4～7Nm
受感素子／構造 セラミック／シェア
筐体材質 ステンレス
コネクタ 2ピン MIL-C-5015 一体ケーブル 金属被覆一体ケーブル
ケーブル長さ N/A 10ft（約3m） 10ft（約3m）

接続端子
Pin A — 電源（＋） 赤 — 電源（＋）
Pin B — 電源（−） 青 — 電源（−）

標準付属アクセサリ
型番 0810A162　マウントネジ

型番 ICS-4　NISTトレーサブル　0Hzから上限周波数（10%）までの振幅応答
オプション
EX - ATEX 防爆対応 ◯ ◯ ◯
M - メトリックマウント ◯ ◯ ◯
RV - アナログ信号出力10mV/（m/s2） ◯ ◯ ◯

1/4-28取付ネジ
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ICPⓇセンサ - 4-20mA変換
振動トランスミッタ
型番：682B03
●   ICPⓇセンサ用定電流を供給
●   24VDC駆動、DINレール取付
●   故障解析用アナログ出力端子付き
●   ローパス、ハイパスフィルタを変更可能
●   加速度、速度、変位出力を選択可能

振動トランスミッタ

682A09は工業用ICPⓇ加速度計にインラインで取り付け可能で、PLC 、DCSやSCADAシステム用に振
動信号を4-20mA速度出力に変換します。ケーブルに直接接続するので、DINレールやキャビネットまた
は特別な電源は必要ありません。既存のICPⓇ加速度計が機械設備についている場合、振動トランスミッタ
を使用することで振動監視装置を簡単に構築することができます。

●   ICPⓇインライン信号変換器
●   ICPⓇセンサをループ電源で駆動
●   コンパクトな設計

ICPⓇインライン振動トランスミッタ
型番：682A09
●   速度に比例した4-20mAの出力信号と生波形を出力
●   測定レンジ：0～25.4mm/s pk
●   制御システムに直接接続

製品仕様
型番 642A09
入力信号

（ICPⓇ加速度計）
10mV/（m/s2）

100mV/g
周波数範囲（−3dB, ±2dB） 10～1,000Hz
測定レンジ 0～25.4mm/s pk
出力レンジ 4 to 20mA
分解能 0.26mm/s pk
温度範囲 −40～＋85℃
温度応答（感度偏差） ＜15%
励起電圧 20～30VDC
負荷抵抗 ＜50*（励起電圧−20）
初期安定化時間 60秒
重さ 71グラム
筐体材質 ステンレス

製品仕様
型番 682B03
チェンネル 1

入力信号（振動）
10mV/（m/s2）

100mV/g
入力信号（温度） 0～1.2VDC
出力信号（DC 振動） 4～20mA
出力信号（DC 振動） 0～5VDC
出力信号（DC 振動） 0～10VDC
出力信号（DC 温度） 4～20mA
出力信号（AC 振動）

（±0.01%）
10mV/（m/s2）

100mV/g
周波数範囲（−3dB）（加速度） 3～10,000Hz
周波数範囲（−3dB）（速度） 3.5～10,000Hz
周波数範囲（−3dB）（変位） 3.5～1,000Hz

出力レンジ（DC 加速度）
0～50m/s2 pk or rms

0～5g pk or rms

出力レンジ（DC 加速度）
0～100m/s2 pk or rms

0～10g pk or rms

出力レンジ（DC 加速度）
0～200m/s2 pk or rms

0～20g pk or rms

出力レンジ（DC 速度）
0～12.7mm/sec pk or rms

0～0.5in/sec pk or rms

出力レンジ（DC 速度）
0～25.4mm/sec pk or rms

0～1in/sec pk or rms

出力レンジ（DC 速度）
0～50.8mm/sec pk or rms

0～2in/sec pk or rms

出力レンジ（DC 変位）
0～0.254mm pk-pk

0～10mil pk-pk

出力レンジ（DC 変位）
0～0.508mm pk-pk

0～20mil pk-pk

出力レンジ（DC 変位）
0～1.02mm pk-pk

0～40mil pk-pk
温度範囲（動作） 0～＋70℃
温度範囲（保管） −40～＋125℃

DC電源
23～25VDC

100mA（最大）
初期安定化時間 2分
センサ励起電圧 17～19VDC
センサ定電流 3～5mA
重さ 127グラム
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ベアリング故障検知用
トランスミッタ

ベアリング故障検出用トランスミッタ「682B05」は、機械設備内のベアリングの故障を振動状態監視により早期警告できるよう
に設計されたトランスミッタです。このトランスミッタは10mV/（m/s2）のICPⓇ加速度計を接続し、回転機械で測定された振動
レベルに比例した2つの4-20mAの信号を出力します。1つは高周波ピークデータ、もう一つは低周波RMSデータです。これらの
4-20mA信号は、既存のPLC、DCS、SCADAやアラームおよび制御システムを使用して、他のプロセス変数と一緒に監視されます。
アナログ電圧信号を出力することも可能で、振動のスペクトル分析等に使用可能です。
このトランスミッタは、初期の段階でベアリングやギアの問題を検出する独自の機能を所持し、特許取得済みのシグナル・コンディ
ショニング技術（米国特許#6889553）により、致命的な障害を回避するために十分な保全計画を可能にします。4-20mAの信号を
状態監視することにより、アナログ波形を常時モニタリングするよりも安価にシステムを構築することが可能です。

●   ベアリングの故障検知用の4-20mA出力トランスミッタ
●   ベアリングとギア障害の早期警告が可能
●   スポーリング割れと潤滑の問題に関連したインパクトを検出

振動トランスミッタ

初期の衝撃検知
 682B05ベアリング故障検知用トランスミッタ（米国特許6889553）は、ベアリング
故障によって引き起こされる転がり軸受内のインパクトを検知します。ひび割れレー
ス、スポーリング、圧痕、疲労破壊、緩み、潤滑損失などの典型的なベアリングの故障で
はインパクトや高周波振動が発生します。インパクトは時間波形では高振幅かつ時間
幅の狭いピークとして測定されます。実効値（RMS）の様に振動のオーバーオール値
のみをモニタリングしている場合、これらのインパクトを検知することはできません。
ベアリング故障検知用トランスミッタはインパクト及び高周波振動を正確に捉えるこ
とで、潜在的な問題の早期検知を実現することが可能です。

ベアリング故障検知用トランスミッタは、ICPⓇ加速度計と連携して動作し、DINレー
ルにマウントする振動トランスミッタです。ICPⓇ加速度計に必要な定電流電源を供給
し、次の3種類の出力をします。ピークに比例した4-20ｍA、オーバーオール値に比
例した4-20ｍA、生波形の±5Vです。ピークのサンプリング時間は7秒で 、信号はハ
イパスフィルタを通した後にピーク検出回路を介して出力されます。オーバーオール
値はローパスフィルタを通した後にRMS回路を介しスケーリングされ出力されます。
必要に応じて積分し、速度出力にすることも可能です。また、実効値「RMS」から計算
されたピーク値（RMS×1.4）に設定変更することも可能です。

製品仕様
型番 682B05

入力信号
10mV/（m/s2）

100mV/g

周波数範囲（±3dB）
（オーバーオール振動） 10～1,000Hz

周波数範囲（±3dB）
（Fault） 1 or 5～100,000Hz

測定レンジ
（Fault検知） 50g

出力レンジ 4～20mA
サンプリング時間 7秒
パワーLED 緑
初期安定化時間 ＜2分
温度範囲（動作） 0～＋70℃
温度範囲（保管） −40～＋125℃
湿度 ＜95%
電源電圧 24VDC
消費電流 ＜150mA
励起電圧（±1V） 24VDC
定電流（±1mA） 4mA

負荷抵抗 500Ω

重さ 145.2グラム

ベアリング故障検知用トランスミッタ
型番：682B05
●   ベアリングの早期故障検知に最適
●   4-20mA出力でPLC, DCS, SCADAと使用
●   2つの4-20mA出力があり、ピーク出力とRMS出力に対応
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プログラム式振動トランスミッタ

ベアリング故障検知用トランスミッタ「649A03」は、典型的なセンサハウジングの小型パッケージで、高
いレベルの軸受状態監視が可能です。 専用ソフトウェアからUSB経由でピーク、RMS、クレストファク
タ等から必要な出力を選択できレンジも選択することができるため、様々な測定環境で希望のパラメータ
を測定することが可能です。 また、プログラム式4-20mA出力振動センサ「649A04」は、 専用ソフトウェ
アからUSB経由で簡単に現場で変位、速度、または加速度の中から希望の物理量を選択できレンジ及び
フィルターも選択可能です。

●   4-20mAのトランスミッタを内蔵
●   長期間の振動モニタリングに最適
●   PLC、DCSやSCADAと直接接続可能

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

プログラム式 4-20mA変換
ベアリング故障検知用トランスミッタ
型番：649A03
●   通常のセンサのパッケージで4-20mA
出力のベアリング故障検知機能を備えている

●   USB経由でセンサの設定を変更可能
●   一定回転から回転が変動するベアリング
まで対応

製品仕様
型番 649A03
出力 4-20mA
サンプリング時間 1秒

測定レンジ
250Hzハイパス 0-2 to 0-50g pk
2,500Hzハイパス 0-2 to 0-50g rms
補正 pk 1 to 16

クレストファクタ（250Hzハイパス） 1 to 16
クレストファクタ　プラス 1 to 16
ベアリング径 40～1,000mm

ベアリング回転スピード 600～3,600RPM
10～60Hz

非線形性 ＜10%
温度範囲 −40～＋100℃
励起電圧 15～30VDC
負荷抵抗 ＜50×（励起電圧−15）Ω
電気絶縁（ケース） ＞108Ω
耐衝撃 50,000m/s2

重さ 170グラム
取付ネジ 1/4-28メス
取付トルク 4～7Nm
受感方法 圧電型加速度計
筐体材質 ステンレス
コネクタ ピン MIL-C-5015
シール 溶接密封

接続端子 Pin A — 電源（＋）
Pin B — 電源（−）

標準付属アクセサリ
型番 081A41　マウントネジ（1/4-28）

オプション
M - メトリックマウント ◯

1/4-28取付ネジ穴
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振動トランスミッタ

プログラム式4-20mA出力振動トランスミッタ
製品仕様
型番 649A04
測定レンジ

（加速度）
0～100m/s2 pk

0～10g pk
測定レンジ

（速度）
12.7～76.2mm/s pk

0.5～3in/sec pk
測定レンジ

（変位）
0.1～0.5mm pk-pk

4～20mil pk-pk
出力 4-20mA
周波数範囲（−6dB） 3～1,000Hz

USBプログラミング
キットで変更可能な
周波数範囲

3～5,000Hz
3～10,000Hz
10～1,000Hz
10～5,000Hz
10～10,000Hz

温度範囲 −40～＋85℃
励起電圧 12～30VDC
初期安定化時間 ＜30秒
電気絶縁（ケース） ＞108Ω
重さ 105グラム
取付ネジ 1/4-28メス
取付トルク 4～7Nm
受感素子 セラミック
筐体材質 ステンレス
コネクタ 2ピン MIL-C-5015
シール 溶接密封

接続端子 Pin A — 電源（＋）
Pin B — 電源（−）

標準付属アクセサリ
型番 081A40

マウントネジ（1/4-28）
オプション
M - メトリックマウント ◯
RV - アナログ出力 ◯

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

プログラム式
4-20mA出力振動トランスミッタ
型番：649A04
●   変位、速度、加速度に比例した出力
信号

●   ハイパスとローパスの選択、測定
レンジの選択が可能

1/4-28取付ネジ穴
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往復動圧縮機用振動センサ
●   4-20mA出力レシプロコンプレッサー用異常検知器として使用
●   独自の検出方法により異常を検知
●   機械的な緩みや故障の早期検知

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

往復動圧縮機用振動センサ
型番：649A01
●   出力レンジ：4-20mA
●   機器の回転数：150～4,800rpm
●   サンプリング時間：0.2～6.4秒

往復動圧縮機用振動センサ（防爆）
型番：EX649A71
●   CSA/ATEX 防爆対応
●   防爆構造エルボ付属
●   コネクタ：端子台（ターミナル）

1/4-28取付ネジ穴
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振動トランスミッタ

製品仕様
型番 649A01 EX649A71
出力 4-20mA 4-20mA

ベアリング回転スピード 150～4,800RPM
2.5～80Hz

サンプリング時間 0.2～6.4秒
補正ファクター 0.1～20mA
ピークカップリング
電流レンジ 4～20mA

衝撃閾値 2～50g
温度範囲 −40～＋100℃
励起電圧 15～30VDC
負荷抵抗 ＜50*（励起電圧−15）
電気絶縁（ケース） ＞108Ω
耐衝撃 50,000m/s2

重さ 198グラム 500グラム
取付ネジ 1/4-28メス 1/4NPT
取付トルク 4～7Nm N/A
受感方法 圧電型加速度計
筐体材質 ステンレス
コネクタ ピン MIL-C-5015
シール 溶接密封 N/A

接続端子 Pin A — 電源（＋）
Pin B — 電源（−）

標準付属アクセサリ
型番 081A41　マウントネジ（1/4-28）

オプション
M - メトリックマウント ◯ ◯
EX - 防爆対応 ◯ ◯

衝撃検出：故障防止
 振動のオーバーオール値測定は回転機械の状態を監視するた
めの優れた方法ですが、一般的にレシプロコンプレッサーの状
態監視をするためには有効ではありません。インパクトは一般
的に振動のオーバーオール値にほとんど影響を与えないので、
故障を早期に検知することには向きません。結果として、損傷
が発生するまで異常が検知されません。また、異常診断のため
詳細な測定を行ったとしてもすでに遅すぎます。レシプロコン
プレッサの故障は損害が重大なレベルに達しても振動のオー
バーオール値が大きくならないケースもあります。それは、ボ
ルトの緩みや破損、接続ピンのクリアランス不良、ロッドナッ
トの緩みやクラック、シリンダー内の液体や破片の混入、接続
部またはピストンロッドのクラック、シリンダー内のスコーリ
ング、クロスヘッド／スリッパークリアランス不良、部品の不
良等です。

特許取得済みの往復動圧縮機用振動センサ649A01（米国特
許番号7171313）は、これらの故障の初期段階で異常を検知
できるため、レシプロコンプレッサーを常時監視することに特
に有効です。649A01は機械のシリンダ内または近くで発生
する衝撃を検出しますが、センサは異常が検知されない限り、
継続的にピーク加速度値を出力します。閾値を超えた場合、潜
在的な異常状態を検知し、正確に異常の重症度に比例した往復
障害指数（RFI）を出力します。コンプレッサーの回転数、サン
プリング時間、閾値を調整することができ、様々なレシプロコ
ンプレッサーを状態監視するための強力なツールです。
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USBプログラム
スマート振動スイッチ

USBプログラムスマート振動スイッチはUSB経由でユーザが閾値を設定可能で従来品の機械式振動ス
イッチからの置換えが可能です。USBプログラムスマート振動スイッチは、正確でより一貫性のある結果
を得るために圧電型加速度計を内蔵しており、機械式振動スイッチよりも信頼性の高いシステムを構築す
ることが可能です。

振動スイッチは従来モデルとして機械式と電気式がありますが、 USBプログラムスマート振動スイッチ
は機械式振動スイッチより信頼性の高く、電気式振動スイッチに対して低コストとなります。スマート振
動スイッチは、振動出力（±5V、4～20mA等）が必要とされていないアプリケーションでとても有効です。
複数のUSBプログラムスマート振動スイッチを使用し、複数の機械設備を監視したり、一つの設備に複数
のスイッチを設置することもできます。

●   低価格なUSBプログラムスマート振動スイッチ
●   既存の機械式振動スイッチと同じ2線式配線式
●   圧電式加速度計を内蔵しており、動作が正確かつ小型形状

USBプログラム対応 振動スイッチ
型番：686B01
●   2ピン MIL-C-5015 コネクタ
●   アラーム閾値、リレー応答（NO,NC）、遅延を専用ソフトから変更可能
●   速度モニタ

USBプログラム対応 振動スイッチ
型番：686B11
●   ケーブル一体
●   防水対応

1/4-28取付ネジ穴

1/4-28取付ネジ穴
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製品仕様
型番 686B01 686B11 EX686B71

アラーム閾値 4.5～90mm/s rms
0.25～5 in/sec pk

周波数範囲（±3dB） 3～1,000Hz
ヒステリシス（%＜アラーム閾値） 3; 6; or 10%
残留振動レベル（リファレンス） ON or OFF
残留振動レベル（% アラーム閾値） 1～40%
MAVT（実際の振動の2倍で設定） ON or OFF
横軸感度 ＜7%
電源ON遅延（±1秒） 3～20秒
スタートアップ遅延（±1秒 or 1分） 1～60秒 or 1～30分
スタートアップ遅延（×アラーム閾値） ×2; ×4; ×8; ブロック
スタートアップ遅延（実行） ON or OFF
作動時遅延（±1秒） 1～60秒
リレー SPST, Form A or B MOSFET
リレー Latching／Non-Latching
リレー 通常開放／閉鎖
温度範囲 −40～85℃
耐衝撃 50,000m/s2

電源 24～240VDC/AC　50/60Hz
電流量（リレー閉鎖） 500mA
漏れ電流（リレー開放） ＜1mA
ケース絶縁 ＞108オーム
重さ 148グラム 200グラム
取り付けトルク 4～7Nm N/A
取り付けねじ 1/4-28 メス 1/4NPT
センシングエレメント 圧電型加速度計
ハウジング材質 ステンレススチール
コネクタ ピン MIL-C-5015 一体ケーブル ターミナルブロック
ケーブル長さ N/A 10ft（約3m） N/A
標準付属アクセサリ

型番 081A41　マウントネジ（1/4-28）
オプション
M - メトリックマウント ◯ ◯ −
EX - 防爆対応 ◯ ◯ ◯
EP - 防爆保護 − − ◯

振動トランスミッタ

USBプログラム対応 振動スイッチ
型番：EX686B71
●   2ピン ターミナルブロック
●   CSA, ATEX　防爆対応
●   ¼” NPT　一体取付ネジ



38

USBプログラムキット

USBプログラム振動スイッチ用のUSBプログラムキットは、専用のハードウェアとソフトウェアが含ま
れています。このソフトウェアがインストールされたPCに変換ケーブルとUSBプログラム振動スイッチ
を接続し、簡単な手順に従ってセンサの設定を変更します。各ソフトウェアパッケージは、様々な変数を入
力して振動スイッチの設定を任意に変更することが可能です。

●   USBプログラム対応の振動スイッチの設定
●   CD-ROMソフトウェア＆変換ケーブル等を含む
●   ソフトウェアのアップデートは無料

USBプログラムキット
型番：600A16

USBプログラムキット
型番：600A15
●   一体ケーブルまたはターミナルブロックの
センサ用のアダプタを追加

686B01 スマート振動スイッチプログラムキット
●   アラーム閾値、常時開放、常時閉鎖、ラッチまたは非
ラッチのリレー動作をプログラム

●   機械の起動及び始動時に対する時間遅延を設定可能
●   キットは2ピンMILコネクタへのUSBケーブル、端
子台アダプタやCD-ROMソフトウェアを含む

●   ソフトウェアにより複数のセンサに対してそれぞれ
のセンサ番号を作成

●   キット600A15は一体型ケーブル及び端子台タイプ
のセンサの接続用のアダプタが追加

●   キット600A16は2ピンMILコネクタ用
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USBプログラムキット

649A01往復動圧縮機用振動センサ用
プログラムキット
●   型番「600A21」は2ピンMILコネクタを振動スイッ
チ接続に使用します。一体型ケーブルと端子台のセ
ンサを接続するためには型番「600A24」を使用し
ます。

●   圧縮機回転数を入力するだけでソフトウェアが推奨
の設定に変更します。また、任意でそれぞれの変数を
変えることもできます。

●   2種類の異常レベルを設定
●   複数の往復動圧縮機用振動センサをプログラム可能

649A03ベアリング故障検知トランスミッタ用
プログラムキット
●   型番「600A21」は2ピンMILコネクタを振動スイッ
チ接続に使用します。一体型ケーブルと端子台のセ
ンサを接続するためには型番「600A24」を使用し
ます。

●   加速度ピーク、加速度RMS、補正された加速度、クレ
ストファクタまたはクレストファクタ・プラスから
選択

●   アプリケーションに合ったフルスケールを設定する
ことで最適な分解能で測定できます

●   複数の軸受状態監視トランスミッタをプログラム
可能

649A04プログラム式4-20mA出力
振動トランスミッタ用プログラムキット
●   型番「600A21」は2ピンMILコネクタを振動スイッ
チ接続に使用します。一体型ケーブルと端子台のセ
ンサを接続するためには型番「600A24」を使用し
ます。

●   振動の物理量を変位、速度、加速度から選択
●   フルスケールレンジを設定
●   ハイパスまたはローパスフィルタを選択可能
●   複数のプログラム式4-20mA出力センサをプログラ
ム可能
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動圧力センサ

圧電型圧力センサは衝撃波、脈動圧、サージ圧力の測定に適したセンサです。高い静圧の条件下で、微小な
圧力変動を感知するのに有効です。121A44シリーズのケースは電気絶縁されており、測定環境及び取付
面から混入する可能性のあるノイズからセンサを守ることができます。また、102M205はケース絶縁で
はありませんが、取付部は絶縁されております。これらの圧力センサは防爆エリアでの圧力監視、診断、
トラブルシューティング、制御用に使用されております。

センサの主な用途はコンプレッサ、ポンプ、パイプライン、ガスターンビンのサージ圧力、脈動圧、衝撃波、
漏れ検出、燃焼不安定性、音圧の監視です。センサはICPⓇシグナルコンディショナとともに使用し、2線シ
ステムでの使用が可能です。センサの出力は低インピーダンス信号のため長いケーブルを適用することが
でき、悪環境でも使用することができます。

●   脈動圧、燃焼圧、サージ圧力、乱流による圧力変動、音圧のモニタリングに使用
●   予知保全、プロセス改善、防爆エリアでの監視
●   レシプロコンプレッサ、ガスタービン、化学プラント等

ICPⓇ圧力センサ
型番：102M205
●   感度：7.25mV/kPa（50mV/psi）
●   測定レンジ：689kPa（100psi）
●   316 ステンレスダイヤフラム
●   3/8 UNF フィッティング

ICPⓇ圧力センサ
型番：121A44
●   感度：1.45～14.5mV/kPa
（0～110mV/psi）
●   測定レンジ：344～3440kPa
（50～500psi）
●   316 ステンレスダイヤフラム
●   1/4 NPT フィッティング
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動圧力センサ

製品仕様
型番 102M205 121A44

測定レンジ（±5V） 689.5kPa 344.8kPa
100psi 50psi

感度 7.25mV/kPa 14.5mV/kPa
50mV/psi 100mV/psi

最大圧力 3,448kPa 55,160kPa
500psi 8,000psi

分解能 0.0138kPa 0.003kPa
0.002psi 0.0005psi

共振周波数 ＞250kHz ＞60kHz
立ち上がり時間 ＜2µsec ＜4µsec
下限周波数 0.5Hz
非線形性 ＜1% FS ＜2%FS
加速度感度 ＜0.0014kPa/（m/s2） ＜0.035kPa/（m/s2）
温度範囲 −73～＋135℃ −54～＋121℃
温度係数 ＜0.18%/℃ N/A
最大瞬間温度 1,649℃ N./A
耐振動 19,614m/s2 pk N./A
対衝撃 196,140m/s2 pk N./A
防爆 N/A CSA, ATEX
出力極性 正
放電時定数 ＞1秒
励起電圧 20～30VDC 22～28VDC
定電流 2～20mA
バイアス電圧 8～14VDC 10～15VDC
ケース絶縁 N/A ＞108Ω
センシングエレメント 水晶
ハウジング材質 17-4 ステンレス 316Lステンレス
ダイヤフラム 316Lステンレス
シール 溶接密封
コネクタ 10-32 同軸 Jack 2ピン MIL-C-5015
重さ 11グラム 75.6グラム
標準付属アクセサリ

型番 0865A44
シールリング（3） N/A

オプション
M - メトリックマウント ◯ −
W - 防滴対応 ◯ −
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ガスタービン燃焼圧センサ

ガスタービンの燃焼器に直接取付可能な高温対応圧力センサ「176シリーズ」は、24時間燃焼圧モニタリ
ングが可能で、燃焼器疲労による不安定性に対する制御用センサとして使用されております。
176シリーズを燃焼器へ取り付けることにより、ガスタービンのオペレータは、異常診断、部品疲労分析、
そして常時監視と排出量制御を行うことができます。

●   ガスタービンの燃焼不安定性モニタリング用センサ
●   タービンに直接取付可能（176Mシリーズ）
●   ATEX/CSAの防爆認定取得済み

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

型番 176M03 & 176M04 図面

型番 176M07 図面

型番 176M12, 176M42  図面

高温対応 圧力センサ
176M0X シリーズ
●   感度：2.47pC/kPa（17pC/psi）
●   測定レンジ：137.9kPa（20psi）
●   取り外し可能なクランプナット

530℃

高温対応 圧力センサ
176MXX シリーズ
●   感度：2.47pC/kPa（17pC/psi）
●   測定レンジ：137.9kPa（20psi）
●   様々な直径のプローブチップに対応可能

530℃
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高感度 圧力センサ
型番：171M01
●   測定レンジ：68.9kPa（10psi）
●   感度：160pC/kPa（1,100pC/psi）
●   2ピンコネクタ
●   1-1/8”-12 UNF-2A 取り付けネジ

260℃

製品仕様
型番 176M03 176M04 176M07 176M12 176M42 171M01

測定レンジ（±5V） 137.9kPa 68.9kPa
20psi 10psi

感度 2.47pC/kPa 160pC/kPa
17pC/psi 1,100pC/psi

最大圧力（静的） 2,758kPa 4,136kPa
400psi 600psi

共振周波数 ＞50kHz ＞25kHz
立ち上がり時間 N/A ＜10µsec
非線形性 ＜1% FS
加速度感度 ＜0.007kPa/（m/s2）
温度範囲 ＋530℃ −18～＋260℃
容量 ＜165pF ＜200pF ＜165pF ＜193pF 12,000pF
内部抵抗（室温） ＞1012Ω ＞109Ω
内部抵抗（260℃） N/A ＞500kΩ
内部抵抗（527℃） ＞50kΩ N/A
絶縁抵抗（527℃） ＞100kΩ N/A
センシング構造 圧縮
ハウジング材質 インコネル 316L ステンレス
シール 溶接密封
コネクタ 2ピン 2ピン MIL-C-5015
重さ 140グラム 249.5グラム 315グラム 376グラム 185グラム
標準付属アクセサリ

型番 30498-01
 クランプナット
型番 30736-01

 シール（3）

型番 30498-01
 クランプナット
型番 40890-01

 シール（6）

型番 30498-01
 クランプナット
型番 30736-01

 シール（3）

N/A 型番 31061-01
シール（2）

動圧力センサ
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BNCターミナルボックス

BNCターミナルボックスは設置された加速度計のケーブルを集約し、1ヵ所で定期的なメンテナンスのた
めの振動データ収録を実施することが可能です。

●   設置された加速度計からの振動データを安全な場所で記録
●   端子が集約されているためデータ収録にかかる時間を削減
●   ケーブル端子を保護

製品仕様
型番 691A51/01 691A51/02 691A51/03 691A51/04 691A50/06 691A50/12
チャンネル数 1 2 3 4 6 12
密封度 NEMA 4X
入力コネクタ ターミナルブロック
出力コネクタ BNC ジャック
入力ケーブル PGME07
ハウジング材質 ガラス繊維
重さ 410グラム 440グラム 500グラム 1,140グラム

製品仕様
型番 691B41 691B41／691010 691B42 691B42/691020
チャンネル数 6 6 12 12

密封度
NEMA 4X

IP66
入力コネクタ ターミナルブロック
出力コネクタ BNCジャック
ハウジング材質 ガラス繊維
重さ 410グラム 440グラム 500グラム
ケーブル入力 N/A コードグリップ N/A コードグリップ
標準付属アクセサリタ

型番 080A192　4ソケット ターミナルブロック（1）

691B41 691B42

BNCターミナルボックス
691A51シリーズ
●   ICPⓇ電源供給が可能なデータ
収録器と使用

●   1～4Ch入力ターミナル端子
●   1～4Ch出力BNC端子

BNC ターミナルボックス
691A50シリーズ
●   最大12Ch分のセンサケーブルを集約
●   コネクタ部を保護（NEMA 4X）

ロータリースイッチボックス
型番：691B41
●   振動と温度出力の出力BNC端子
●   コードグリットのオプションを追加可能

ロータリースイッチボックス
型番：691B42
●   12Ch入力
●   ガラス繊維ボックス
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シグナル
コンディショナ
●   DINレールに取り付けが可能
●   トランスミッタやICPⓇの駆動
●   ターミナル端子への簡単な接続

BNCターミナルボックス／シグナルコンディショナ

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

製品仕様
型番 682A01
MTBF ＞500,000h
効率 ＞80%
温度範囲（動作時） −25～70℃
温度範囲（保管時） −40～85℃
湿度 ＜95%
入力電源 85～264VAC／95～350VDC
出力電圧 24VDC
出力電流 1A
入力周波数 45～63Hz
投入電流（@25℃） ＜15A
消費電流（230／120VAC） 0.3／0.5A
ヒューズ 1.25A／250V
サージ電圧保護 バリスタ
10-90%負荷許容 ±3%
電源オン時の遅延 ＜0.5/1sec（230/120VDC）
電源オフ時の遅延 ＜150msec
内部サージ電圧保護 35VDC ±5%
リップル電圧 ＜100mV pp
最大電源消費量 0.9／4.5W（無負荷／負荷）
DC OK（Active） 24V／20mA
絶縁電圧 3kV
重さ 210グラム

製品仕様
型番 682A02
チャンネル 1
電圧ゲイン 1／10／100
周波数範囲 1～100kHz
非線形性 ＜2%
温度範囲 0～70℃

入力電源 24VDC
60mA

励起電圧（センサ側） 18VDC
定電流（センサ側） 4/10mA
広帯域ノイズ（ゲイン×1） 50µV
広帯域ノイズ（ゲイン×10） 400µV
広帯域ノイズ（ゲイン×100） 3.5mV
ヒューズ 1A
重さ 88グラム
コネクタ（ICPⓇ入力） スクリューターミナル
コネクタ（出力） スクリューターミナル
コネクタ（DC電源入力） スクリューターミナル
取付 DINレール

DINレール取付用電源
型番：682A01
●   24VDC、1A供給
●   120～230VACで駆動

ICPⓇシグナルコンディショナ
型番：682A02
●   周波数範囲：1Hz～100,000Hz
●   シングルチャンネル
●   24VDC入力
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シグナルコンディショナ

モデル682A06は産業用監視、制御用のDINレールに取付可能な汎用トランスミッタです。測定データを
表示する別売のディスプレイモジュール（モデル070A80）を装着することができます。モデル682A16
はICPⓇセンサに対応しております。

●   4-20mAまたはICPⓇセンサに対応
●   電流または電圧出力信号
●   設定可能なリレー出力対応

IECEx IECEx

IECEx

IECEx

ユニバーサルトランスミッタ
型番：682A06
●   4-20mAセンサ対応
●   2つのセットポイントのA接点リレー出力
（2 amp AC, 1 amp DC）
●   オプションでプログラミングディスプレイ
モジュール070A80を取付可能

ユニバーサルトランスミッタ
型番：682A16
●   ICPⓇ電源供給が可能
●   2つのセットポイントのリレー出力
（2 amp AC, 1 amp DC）
●   オプションでプログラミングディスプレイ
モジュール070A80を取付可能

プログラミング／
ディスプレイモジュール
型番：070A80

682A06 & 682A16 図面
製品仕様
型番 682A06 682A16
温度範囲 −20～60℃
電源電圧 19.2～300VDC
消費電力 ＜2.5W
励起電圧（センサ側） 24Vループパワー 23～25VDC
定電流（センサ側） N/A 3～5mA
重さ 170グラム

製品仕様
型番 683Aシリーズ
性能仕様 単位
入力チャンネル数 1
表示 4桁（高さ14.2mm）赤色LED
警報出力表示LED 4、各設定値毎に表示あり
小数点 4、設定値可能（＊. ＊. ＊. ＊.）
工学単位変換 スケールファクタ −1999～＋9999
オーバーレンジ表示 表示点滅
表示周期 Hz 5
精度 % 指示値の±0.05%以下、＋2カウント
耐環境
使用温度範囲 ℃ −0～＋60
保管温度範囲 ℃ −20～＋70
湿度 %RH ＜95（結露なき事）
電気特性
入力センサ仕様 100mV/g（ICPⓇ）及び4-20mA出力加速度計
センサへの供給電源 DC24V4mA及びDC24V
警報出力リレー A接点2個、5A、AC230V、DC30V無電圧接点
警報遅延時間 秒 0～9999
電源 V AC85～265V、DC95～370V
消費電力 W 通常2.5W、最大3.5W
初期安定化時間 分 ＜2
CEマーキング ◯
機械特性
形状 1/8DIN（96mm＊48mmベゼル部分）
奥行き mm 117
コネクタ奥行き（追加） mm 11.8（ライトアングルコネクタ）
コネクタ奥行き（追加） mm 20（ストレートコネクタ）
配線接続 スクリュー端子及び取外し可能コネクタブロック
重さ グラム 184

各設定項目
表示関係 スケールファクター、小数点位置、オフセット
警報設定値関係 警報設定値（標準2点、最大4点）、警報遅延時間

警報出力リレー（非励磁、常時励磁）
オプション
定電圧電源 V AC18～48V、DC10～72V
アナログ出力 4-20mA出力、絶縁型、最大付加抵抗500Ω
警報接点出力追加 A接点2個、5A、但し警報遅延なし
警報接点出力追加 C接点2個、10A、但し警報遅延なし
アクセサリー
表示部カバー 現場取付け可能（キーロック付）
金属ケース

指示／警報器
型番：683Aシリーズ
●   4-20mA出力またはICP加速度計対応
●   高輝度4桁表示,スケール変更可
●   警報接点出力リレー2点（最大4点）
●   設定値／警報遅延時間前面操作
●   加速度／速度／振幅選択可（ICP）

型式コード体系
標準
683A 指示計、警報設定2ケ、警報遅延、A接点出力、

入力
0 4-20mA出力加速度計
1 100mV/g（ICPⓇ）出力加速度計

電源
0 AC85～265V、DC95～370V
1 AC18～48V、DC10～72V

アナログ出力
0 なし
1 絶縁型16bit4-20mA出力（スケール調整可能）

追加警報接点出力
0 なし
1 C接点2個、10A、但し警報遅延なし
2 A接点2個、5A、但し警報遅延なし

アクセサリー
00 なし
01 NEMA規格ケース、透明防水カバー
02 金属ケース、固定用止めネジ付
03 NEMA規格ケース、透明防水カバー、金属ケース

例
683A 1 0 0 0 01 ICP加速度計、NAMA規格ケース
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インライン
チャージコンバータ
●   ICPⓇ電源で稼動可能なチャージコンバータ
●   入力と出力のコネクタが工業向け
●   電荷出力型のセンサを接続

シグナルコンディショナ／チャージコンバータ

差動式チャージコンバータ
型番：422M182
●   感度：4mV/pC
●   出力電圧：±5V pk
●   温度範囲：−51～＋85℃

製品仕様
型番 422M182
感度（±5%）（電荷変換） 4mV/pC
低周波応答 2Hz
高周波応答（2.2mA） 30kHz
高周波応答（4mA） 45kHz
高周波応答（20mA） 30kHz
入力電源 24VDC
非線形性 ＜1% FS
温度範囲 −51～＋85℃
温度応答（感度偏差） ＜1%
励起電圧 22～28VDC
定電流 2.2～20mA
出力電圧 ±5V pk
出力インピーダンス ＜250Ω
出力バイアス電圧 12～16VDC
広帯域ノイズ（1～10kHz） 28µV
放電時定数 0.25秒
抵抗（入力に必要な最小値） 50,000Ω
ハウジング材質 アルミ
コネクタ（入力） 2ピン
コネクタ（出力） BNCジャック
重さ 109グラム

製品仕様
型番 422E35 422E36 422E55/D 422E65/A 422E66/A
感度（±2%）（電荷変換） 1mV/pC 10mV/pC N/A 1mV/pC 10mV/pC
感度（±2.5%）（電荷変換） N/A N/A 0.5mV/pC N/A N/A
入力レンジ ±2,500pC ±250pC ±2,500pC ±5,000pC ±500pC
低周波応答 5Hz 0.05Hz 5Hz 10Hz
高周波応答（2.2mA） 30kHz 50kHz 30kHz N/A
高周波応答（4mA） 60kHz 75kHz 60kHz 35kHz 90kHz
高周波応答（20mA） 100kHz N/A
非線形性 ＜1% FS
温度範囲 −54～＋121℃
温度応答（感度偏差） ＜2%
耐衝撃 10,000m/s2 pk
湿度範囲 100%
耐放射線（中性子束） N/A ＜1M rad
耐放射線（ガンマ線束） N/A ＜1010 N/cm2

励起電圧 18～28VDC
定電流 2.2～20mA
初期安定化時間 ＜6分 N/A
出力電圧 ±2.5V pk ±5V pk
出力極性 変換
出力インピーダンス ＜10Ω ＜20Ω
出力バイアス電圧 12～15VDC 9～13VDC
最大入力電圧 30V N/A
広帯域ノイズ（1～10kHz） 14µV 26µV 14µV 7µV 17µV
容量 20,000pF 2,000pF 20,000pF
放電時定数 N/A ＞0.1秒 ＞0.05秒
抵抗（入力に必要な最小値） 10,000Ω
ハウジング材質 ステンレス
シール 溶接密封 エポキシ 溶接密封
コネクタ（入力） 10-32 BNCジャック 10-32
コネクタ（出力） BNCジャック 10-32
重さ 31グラム 32.7グラム 23グラム
オプション

T - TEDS対応温度範囲 ◯ ◯ − − −
−40～＋85℃ − − −

インラインチャージコンバータ
（高温環境下のセンサ用）
型番：422E35, 422E36
●   感度（±2%）
422E35：1mV/pC
422E36：10mV/pC

●   出力電圧：±2.5V
●   温度範囲：−54～＋121℃

インラインチャージコンバータ
型番：422E55/D
●   感度（±25%）：0.5mV/pC
●   低周波0.5Hz（−5%）
●   33µV広帯域ノイズ
●   入出力端子がBNC接続

インラインチャージコンバータ
（放射線環境下のセンサ用）
型番：422E65/A, 422E66/A
●   感度（±2%）
422E65/A：1mV/pC
422E66/A：10mV/pC

●   出力電圧：±5V
●   温度範囲：−54～＋121℃
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ポータブル校正器

9100Dポータブル振動校正器は現場での様々な種類の加速度計及び速度センサ、変位
センサ（渦電流式等）の校正を目的とした製品です。また、校正レベルと周波数を簡単か
つ自由に変えることが可能です。さらに、小型軽量な上、耐久性の高いカバーケースにて
保護されているため簡単かつ安全に現場へ持ち運ぶことができます。水晶シェア型の基
準加速度計は優れた長期安定性があり、広帯域の校正を可能とします。加振器の加振ス
テージは頑丈なカーボンファイバーの板バネにより支持しており、堅牢な加振システム
を構築しています。 また、閉ループ制御は他のポーダブルタイプの振動校正システム
と比較してより質の高い7Hzから10kHzまでの振動校正を実現しています。 

●   現場で簡単にセンサ感度及び振動監視システムのチェックが可能
●   軽量で持ち運びが便利
●   大容量バッテリーを搭載

ポータブル振動校正器
型番：9100D
●   加速度計及び速度センサ、変位センサ（渦電流式等）の現場での動作チェックに最適
●   軽量なプラスチックケースを採用することにより、堅牢な構造かつ持ち運びが便利
●   安定性及び操作性が良い水晶基準加速度計及びコンディショニングシステムを採用
●   カーボンファイバーを用いた堅牢な加振器を搭載
●   大きな容量の内部バッテリーにより電源供給なしで長時間動作可能
●   広帯域かつ高レンジであり、米国標準機関NISTにトレーサブルな校正が可能

製品仕様
型番 9100D

周波数範囲（動作時、100グラム負荷）
7Hz～10kHz

420cpm～600k CPM

最大振幅レンジ（100Hz、無負荷） 
196m/s2 pk（20g pk）

380mm/s pk（15in/s pk）
1.27mm pk-pk（50mils pk-pk）

最大負荷 800グラム
システム精度
加速度（30Hz～2kHz） ±3 % 
加速度（7Hz～30Hz、2kHz～10 kHz） ±1dB
速度（30Hz～500Hz） ±3% 
変位（30Hz～150Hz） ±3%
振幅線形性（100グラム負荷、100Hz） ＜1% （10g pkまで）
歪み（100グラム負荷、30Hz～2kHz） ＜5%THD（5g pkまで）
表示単位
加速度 g pk, g rms, m/s2 pk, m/s2 rms
速度 mm/s pk, mm/s rms, in/s pk, in/s rms
変位 µm pk-pk, mils pk-pk
周波数 Hz, CPM
電源仕様
内部バッテリー 12VDC, 4Ah 
ACパワー 100-240V, 50-60Hz 

動作バッテリー時間 
100グラム負荷、100Hz、1g pk 18時間
100グラム負荷、100Hz、10g pk 1時間

形状、温度範囲
形状（H * W * D） 22cm * 30.5cm * 28cm 
重さ 8.2kg
センサマウント部のネジサイズ 1/4-28
動作温度 0～50℃
推奨アクセサリ

9100-MNTKIT 取付マウントアクセサリーキット
（1/4-28、10-32、6-32、5-40及び接着、マグネット、カスタムネジパターンに対応）

9105C 校正及びシステムチェック用の加速度計及びシグナルコンディショナを提供
9100-MPPA01 非接触変位センサ用アダプタキット
9100-PPA02 非接触変位センサ用ターゲット
9100-BAT01 バッテリー交換サービス
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ポータブル校正器

ハンドヘルドキャリブレータ「699A02」は1.0g rmsまたは1g pkの振幅で、159.2Hz
の振動をセンサに加えセンサの動作と感度をチェックするための加振器です。チェッ
クできる最大センサ重量は250グラムで、単三電池で動作します。自動停止機能が付い
ておりバッテリーの消費を防ぎます。尚、自動停止機能を内部スイッチでオフにするこ
とも可能です。センサの取付用のネジ穴は1/4-28で、ほとんどのIMIセンサを取り付
けることができます。

ハンドヘルド参照加振器
型番：699A02
●   機械設備の状態監視用のセンサの
校正

●   振動監視システムのチェック
●   ケーブル、スイッチ、取付アクセサ
リーのチェック

●   カーボンファイバーを用いた堅牢
な加振器を搭載

●   1g rmsまたは1g pkで加振
●   固定159.2Hz周波数

製品仕様
型番 699A02
周波数 159.2Hz

加速度出力 1g
9.81m/s2

速度出力 0.39in/sec
9.81mm/s

変位出力 0.39mil
9.81µm

横方向出力 ＜3%
歪み（0～250グラム負荷） ＜7%
最大負荷 250グラム
自動停止時間 1～2.5分
温度範囲 −10～＋55℃
起動時間 ＜3秒
内部バッテリー 単三乾電池　4本
バッテリー駆動時間（250グラム負荷） 2.3時間
形状（直径×高さ） 56mm×200mm
重さ 900グラム
取付ネジ 1/4-28 メス
取付トルク 10in-lb
付属アクセサリ

型番：073A15 バッテリーパック
型番：081A40 マウントネジ

型番：M081A19　マウントネジ 1/4-28 to M6×1
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マウントアダプタ
マグネットベースは機械設備の定期点検時に一時的なセンサ取付に便利です。テスト構造物に高い吸着力
を実現するために希土類磁石（レアアース）を使用しております。高い磁力は高周波数に有効で、重いセン
サや高い振動レベルでの測定を可能にします。曲面用マグネットは、モータハウジングやパイプなどの曲
面に利用します。

注意：対象物にマグネットベースの付いた加速度計を取り付ける場合は十分にご注意ください。
取付時にセンサがサチレーションを起こすような衝撃を加えないようにしてください。センサを壊す恐れ
があります。センサがサチレーションを起こした場合、振動が落ち着くまでに数秒間待つ必要があります。

マグネット取付ベース
型番 直径 ネジ* 取り外し力
フラット面用マグネット
080A120 19mm 1/4-28（M6×1）　ネジ 67N
080A121 25mm 1/4-28（M6×1）　ネジ 156N
080A122 38mm 1/4-28（M6×1）　ネジ 222N
曲面用マグネット
080A130 19mm 1/4-28（M6×1）　ネジ 67N
080A131 25mm 1/4-28（M6×1）　ネジ 156N
080A132 38mm 1/4-28（M6×1）　ネジ 245N
080A133 51mm 1/4-28（M6×1）　ネジ 378N
オプション（M）
*M6×1の取付ネジにするためには型番の頭に"M"を付けてください。例：M080A120

フラット面用マグネット
型番：080A120

フラット面用マグネット
型番：080A121

フラット面用マグネット
型番：080A122

曲面用マグネット
型番：080A131

曲面用マグネット
型番：080A132

曲面用マグネット
型番：080A133

曲面用マグネット
型番：080A130



51

マウントアダプタ

これらのマウントパッドは振動センサを設置する機械表面に、接着止めや溶接をして取り付けます。マウントパッドを取り付けるこ
とにより、同じ場所で定期的な測定を行うことができ再現性のある測定データを取得することができます。タップ付のマウントパッ
トはネジ付きの振動センサ用に使用され、タップなしのマウントパットはマグネットベース付きの振動センサ用に使用されます。
マウントパットを使用することで、対象物の表面を削ったりタップを切ったりする必要がなくなります。また、タップなしのマウント
パットは磁性体でない対象物へのマグネット取付を可能にします。すべてのマウントパッドはステンレス鋼から製造されています。

マウントパット
型番 直径 ネジ*
080A91 35mm

1/4-28　ネジ080A118 25mm
080A93 19mm
M080A118 25mm M6×1　ネジ
080A92 35mm N/A080A94 19mm

マウントネジ
型番 ネジ 内容
081A40 1/4-28 SS

080A156 1/2-20 to 1/4-28 607A11, 
607A61用

M080A156 1/2-20 to M6×1 M607A11,
M607A61用

M081A61 1/4-28 to M6×1 BeCu
081A73 1/4-28×1.34in 625Bシリーズ用
M081A73 M6×1×34mm 625Bシリーズ用

081A97 1/4-28×1.0in 602シリーズ, 
635A01用

M081A97 M6×1×25.4mm M602シリーズ, 
M635A01用

クイックコネクトマウントベースとマウントネジは、センサを1/4回転させるだけで簡単に対象物に取付することを可能にします。
クイックコネクトマウントネジを対象物に接着し、クイックコネクトマウントベースを加速度計の底部にねじ止めします。機械設備
の定期点検時に簡単にセンサを取り付けることができるため、取付にかかる時間を短くすることができます。

マウントパット
型番：080A91

マウントパット
型番：M080A118

マウントパット
型番：080A93

マウントパット
型番：080A92

マウントパット
型番：080A94

クイックコネクト
マウントベース
型番：080A69

½-20 to ¼-28 
取付ネジ
型番：080A156

¼-28 貫通ボルト
型番：081A73

クイックコネクト
マウントネジ
型番：081A69

½-20 to M6×1  
取付ネジ
型番：M080A156

¼-28 to M6×1   
取付ネジ
型番：M081A61

¼-28 取付ネジ
型番：081A40

M6×1 貫通ボルト
型番：M081A73

¼-28 貫通ボルト
型番：081A97

M6×1 貫通ボルト
型番：M081A97
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マウントハードウェア
座ぐり用工具はドリルに取り付けて対象物を加工することにより、加速度計取付用に表面を滑らかにしね
じ止め用の下穴を作成することができます。尚、下穴はセンサの取り付けネジに合わせてタップ加工する
必要があります。

取付方法によるセンサの高周波特性
加速度計の取付方法はセンサの高周波応答に影響いたします。
左の図は加速度計を様々な取付方法で付けた場合の周波数特
性（典型値）を示しております。ハンドプローブやマグネット
を使用した取付の場合、センサの共振周波数が下がり、フラッ
トな周波数範囲が狭くなってしまうことが分かります。センサ
の仕様の上限周波数まで測定したい場合は、センサを対象物に
直接ねじ止めしていただくことをお勧めしております。また、
センサと対象物の隙間をなくすため、間にグリスを塗布するこ
とも高周波特性を良くするために有効です。

注意：左のグラフは典型値です。センサの型番や使用する取付
アクセサリーにより高周波特性は変わります。詳しくはお問い
合わせください。

1” 座ぐり用金具
型番：080A137

1.25” 座ぐり用金具
型番：080A128

1.5” 座ぐり用金具
型番：080A129

エポキシ接着キットは機械構造物に加速度計および接着マウントベースを接着するために使用します。小さ
なキットで約10個のセンサを取り付けられます。大きなキットでは約100個のセンサを取り付けられます。

接着キット（大）
型番：075A06

接着キット（小）
型番：075A05

伸縮ポール
型番：080A225：4-7	フィート（120から210センチ）
型番：080A226：6〜11フィート（180から330センチ）
●   熱源から離れて技術者が地上から作業できます
●   非導電特性により感電の危険を防ぐ
●   ヘッド部は180°傾けられます（米国特許#27076138）

センサブッシング（240℃まで対応）
1/2” 外側直径、5/8” 外側直径、7/8” 外側直径、1” 外側直径、1 1/4” 外側直径 
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ケーブル&コネクタ

ケーブル＆コネクタ
標準外ケーブルの指定法
 1. ケーブル長さの単位をメートルにするかフィートにするかを決定します。
 2. ケーブルの種類を決定します。（下記型番表のケーブルタイプ仕様から選定）
3. センサに適合したコネクタを決定します。（下記型番表のコネクタタイプ仕様から選定）
4. ケーブルの長さを決定します。
5. 出力端のコネクタを決定します。（下記型番表のコネクタタイプ仕様から選定）
6. 各項目の決定内容を下記のマスに入れ、型番を決定します。

0 5 2
長さ単位指定

空白：フィート単位
Ｍ　：メートル単位

B R 0 1 0 A C

コネクタタイプ
型番 仕様
2ソケットプラグ
AE MIL規格MS3106コネクタ（耐環境ブーツ付）
AM MIL規格MS3106コネクタ
AP MIL規格MS3106コネクタ（ストレインリリーフ付）
BP MIL規格MS3106コネクタ（高温用ストレインリリーフ付）
BQ MIL規格MS3108ライトアングル成型コネクタ
BR MIL規格MS3106成型コネクタ
CJ MIL規格MS3116バヨネット型コネクタ
DN MIL規格MS3106ステンレス製成型コネクタ
EC MIL規格MS3106金属製ロックリング付コネクタ（シリコン製耐環境ブーツ付）
ER 高温用MIL規格コネクタ
FV MIL規格コネクタ（耐環境ブーツ付）
ET mini-MIL規格コネクタ　7/16-27ネジ
LQ 2-ソケットMIL規格コネクタ（延長ストレインリリーフ付）
LU 3-ピン安全機能付きコネクタ（LVと組合せ)
LV 3-ソケット安全機能付きコネクタ（LUと組合せ）
PA 高温用2-ソケットMIL規格コネクタ
PB 高温用2-ソケットMIL規格ライトアングルコネクタ

その他の多ピン／ソケット
AN 4-ソケットMIL規格MS3116コネクタ
BV 3-ソケットMIL規格MS3106コネクタ
BY 型番691B47スイッチボックス向け複数出力用28ピンバヨネットコネクタ
CE MIL規格コネクタ（ストレインリリーフ付）
CV Emerson社／CSI2110, 2115, 2120解析器用25ピンD-Subコネクタ
CW SKF MicrologⓇ解析器用25ピンD-Subコネクタ
DP Rockwell社, Entek Datapak社およびEnpac社向け7ピンLemoⓇコネクタ
DR 4-ソケットMIL規格MS3116バヨネットコネクタ
DS 3-ピンMIL規格MS3106コネクタ（耐環境ブーツ付）
EF 3-ピンMIL規格MS3106ナイロン製コネクタ
EG 多ピンバヨネットコネクタ
FY 3-ソケットMIL規格コネクタ（耐環境ブーツ付）
GV Azima DLI解析器用11ピンFischerコネクタ
HC 4-ソケットMIL規格MS3116コネクタ
HM Azima DLI解析器用6ピンFischerコネクタ
HX Emerson社／CSI2130解析器用5ピンTurckコネクタ
LG 2軸加速度向けBNC入力データ収集器用（X, Y軸ラベル付）
NF 3BNCコネクタ（X, Y, Z軸ラベル付、シールドグランド付）

同軸ケーブル用コネクタ
AB BNCジャック
AC BNCプラグ

同軸ケーブル用コネクタ
AD ピグテイル（むき線スズメッキ処理）
BZ 切り落とし

テフロンⓇは、DuPont社の登録商標です。

ケーブル長
フィートorメートル

端末処理コネクタ
ケーブルタイプ
型番 仕様 外径 使用最高温度
ツイストペアシールド構造
044 コイル形ポリウレタン外皮  4.6mm  80℃
045 高温用、テフロンⓇPFA外皮  5.2mm 260℃
047 ステンレス製被覆，ポリウレタン外皮 10.4mm 121℃
048 ステンレス製被覆，高温用、テフロンⓇFEP外皮  6.8mm 200℃
050 軽量コイル形熱可塑性エラストマー外皮  5.3mm  80℃
052 汎用ポリウレタン外皮  6.4mm 121℃
053 高温用、テフロンⓇFEP外皮  3.9mm 200℃
055 高温用、テフロンⓇFEP外皮  4.8mm 200℃
058 高耐久性コイル形ポリウレタン外皮  6.4mm 121℃
多芯シールド構造
043 ステンレス製被覆，4芯、ポリウレタン外皮 10.4mm 121℃
046 16ペア（32芯）、PVC外皮 17.8mm 105℃
049 12ペア（24芯）、PVC外皮 15.2mm 105℃
056 3芯、テフロンⓇFEP外皮  4.8mm 200℃
057 4-芯、テフロンⓇFEP外皮  4.8mm 200℃
059 4芯、ポリウレタン外皮  6.4mm 121℃
備考
*  マークは当該ケーブルが、CE適合であることを示します。
例： 型番052BR010ACは長さ10フィート、汎用2芯ツイストペアシールド、ポリウレタン外

皮、センサ側コネクタは2ピンソケットMIL規格MS3106成型コネクタ、端末処理はBNC
プラグコネクタ

ケーブルタイプ
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製品仕様
型番 052ケーブル
ケーブル構造 ケーブル仕様

外皮材質 ポリウレタン
使用温度範囲 −50～121℃
容量 118pF/m
外径 6.35mm
導線数 2芯
シールドタイプ 編組
AWGサイズ 20

ケーブル＆コネクタ
２芯ツイストペアシールドポリウレタンケーブル
型番：052ケーブル
●   耐久性があり取り回しの簡単なフレキシブル・ケーブル
●   ドレンワイヤー入りシールドケーブル
●   高耐水性

型番 代表的な使用箇所 在庫品ケーブル長さ
052BQXXXBZ 屋内／屋外常時監視用／省スペース配線要求箇所 3m、9m、15m
052AEXXXBZ 屋内／屋外用、耐水性要求箇所 9m、15m
052BRXXXAC BNCコネクタ付、巡回点検時のデータ収集および常時監視用 3m
052BQXXXAC BNCコネクタ付、巡回点検時のデータ収集および省スペース配線要求箇所 受注後組立

導線#1	赤（信号）

導線#2	青（グランド）

22	AWG	ドレンワイヤポリウレタン外皮　黒

編組シールド

【ケーブル構成の代表例】

2-ソケット MIL-切り落とし
成型ケーブル
型番：052BRXXXBZ

2-ソケット MIL-切り落としケーブル
（シリコン製耐環境ブーツ）
型番：052AEXXXBZ

2-ソケット MIL-BNCプラグ
成型ケーブル（ライトアングル）
型番：052BQXXXAC

2-ソケット MIL-切り落とし
成型ケーブル（ライトアングル）
型番：052BQXXXBZ

2-ソケット MIL-BNCプラグ
成型ケーブル
型番：052BRXXXAC
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ケーブル&コネクタ

高温用2芯ツイストペアシールド
テフロンⓇケーブル
型番：053ケーブル
●   細く滑らかなため、電線管やケーブル・トレイへの配線作業が容易
●   ドレンワイヤー入りホイル・シールドケーブル
●   高温仕様コネクタと組み合わせて高温環境で使用可能

製品仕様
型番 053ケーブル
ケーブル構造 ケーブル仕様

外皮材質 FEPテフロンⓇ

使用温度範囲 −70～200℃
容量 167.3pF/m
外径 3.91mm
導線数 2芯
シールドタイプ アルミマイラー
AWGサイズ 18

導線#1
赤（信号）

導線#2
黒（グランド）

ドレンワイヤ

FEPテフロンⓇ外皮　赤

型番 代表的な使用箇所 在庫品ケーブル長さ
053BRXXXBZ 屋内／屋外常時監視用 3m、6m、9m、15m
053BQXXXBZ 屋内／屋外常時監視用／省スペース配線が要求される場所 受注後組立
053AEXXXBZ 耐高温（121℃以上）耐水性要求箇所 受注後組立
053BPXXXBZ 耐高温（121℃以上）で金属コネクタが好まれる箇所 受注後組立

2-ソケット MIL-切り落とし
成型ケーブル
型番：052BRXXXBZ

2-ソケット MIL-切り落とし
成型ケーブル（ライトアングル）
型番：053BQXXXBZ

2-ソケット MIL-切り落としケーブル
（シリコン製耐環境ブーツ）
型番：053AEXXXBZ

アルミ製2-ソケット MIL-切り落としケーブル
（ストレインリリーフ付）
型番：053BPXXXBZ

【ケーブル構成の代表例】

ホイルシールド

テフロンⓇは、DuPont社の登録商標です。
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製品仕様
型番 055ケーブル
ケーブル構造 ケーブル仕様

外皮材質 FEPテフロンⓇ

使用温度範囲 −65～200℃
容量 89pF/m
外径 4.83mm
導線数 2芯
シールドタイプ 編組
AWGサイズ 20

ケーブル＆コネクタ
２芯ツイストペアシールド高温用テフロンⓇケーブル
型番：055ケーブル
●   滑らかなため、電線管やケーブル・トレイへの配線作業が容易
●   劣悪環境向けの太いケーブル
●   高温仕様コネクタと組み合わせて高温環境で使用可能

型番 代表的な使用箇所 在庫品ケーブル長さ
055PAXXXBZ 耐高温（121℃以上）常時監視用 受注後組立
055PBXXXBZ 耐高温（121℃以上）常時監視用／省スペース配線が要求される場所 9m、15m
055AEXXXBZ 耐高温（121℃以上）耐水性要求箇所 受注後組立
055ECXXXBZ 耐高温（121℃以上）耐水性要求箇所／ケーブル接続の信頼性が特に要求される場所 受注後組立
055BPXXXBZ 耐高温（121℃以上）で金属コネクタが好まれる箇所 受注後組立

055M05 酸性、腐食性雰囲気の場所 受注後組立

2-ソケット MIL-切り落とし
高温用成型ケーブル
型番：055PAXXXBZ

2-ソケット MIL-切り落としケーブル
（シリコン製耐環境ブーツ）
型番：055AEXXXBZ

アルミ製2-ソケット MIL-
切り落としケーブル

（ストレインリリーフ付）
型番：055BPXXXBZ

2-ソケット MIL-切り落とし
高温用成型ケーブル（ライトアングル）
型番：055PBXXXBZ

金属製ロックリング付2-ソケットMIL -
切り落としケーブル

（シリコン製耐環境ブーツ）
型番：055ECXXXBZ

導線#1
赤（信号）

導線#2
黒（グランド）

編組シールド

FEPテフロンⓇ外皮　オレンジ

2-ソケット MIL-切り落としケーブル
（バイトン製耐環境ブーツ）
型番：055M05/XXX

【ケーブル構成の代表例】

テフロンⓇは、DuPont社の登録商標です。
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ケーブル&コネクタ

型番 代表的な使用箇所 在庫品ケーブル長さ
045ERXXXBZ 超高温用（260℃） 受注後組立
045ETXXXBZ タービン燃焼圧力センサ接続用 受注後組立

2-ソケット MIL-切り落とし
超高温用ケーブル
型番：045ERXXXBZ

2-ソケット Mini MIL-切り落とし
超高温用ケーブル
型番：045ETXXXBZ

【ケーブル構成の代表例】

製品仕様
型番 045ケーブル
ケーブル構造 ケーブル仕様

外皮材質 PFAテフロンⓇ

使用温度範囲 −90～260℃
容量 114.83pF/m
外径 5.18mm
導線数 2芯
シールドタイプ 編組
AWGサイズ 22

超高温用
２芯ツイストペアシールド
テフロンⓇケーブル
型番：045ケーブル
●   超高温用設計
●   滑らかなため、電線管やケーブル・トレイへ
の配線作業が容易

●   劣悪環境向けの太いケーブル

編組シールド

PFAテフロンⓇ外皮　赤 導線#1
（低ノイズ用TFE被覆付）

導線#2
（低ノイズ用TFE被覆付）

グラファイト入りテフロンテープ

テフロンⓇは、DuPont社の登録商標です。
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製品仕様
型番 048ケーブル
ケーブル構造 ケーブル仕様

外皮材質 FEPテフロンⓇ

使用温度範囲 −70～200℃
容量 167.3pF/m
外径 3.91mm
導線数 2芯
シールドタイプ アルミマイラー
AWGサイズ 18

ケーブル＆コネクタ
２芯ツイストペアシールド
高温用金属被覆テフロンⓇケーブル
型番：048ケーブル
●   金属被覆による劣悪環境からのケーブル保護
●   小径金属被覆のためケーブルの引回しや設置が容易
●   高温仕様コネクタと組み合わせて高温環境で使用可能

導線#1
赤（信号）

導線#2
青（グランド）

FEPテフロンⓇ外皮

ステンレス製金属被覆 ホイルシールド

20	AWG	ドレンワイヤ

型番 代表的な使用箇所 在庫品ケーブル長さ
048APXXXBZ 設置環境が悪いため堅牢で金属コネクタが好まれる場所 受注後組立
048BPXXXBZ 高温（121℃以上）環境で、また設置環境が悪いため堅牢で金属コネクタが好まれ 受注後組立
048AEXXXBZ 高温（121℃以上）環境で、また設置環境が悪いため堅牢で耐水性が要求される場所 受注後組立

048ECXXXBZ 高温（121℃以上）環境で、また設置環境が悪いため堅牢で耐水性が要求される場所／
ケーブル接続の信頼性が特に要求される場所 受注後組立

【ケーブル構成の代表例】

アルミ製2-ソケット MIL-切り落としケーブル
（ストレインリリーフ付）
型番：048APXXXBZ

2-ソケット MIL-切り落としケーブル
（シリコン製耐環境ブーツ）
型番：048AEXXXBZ

アルミ製2-ソケット MIL-切り落とし
高温用ケーブル（ストレインリリーフ付）
型番：048BPXXXBZ

金属製ロックリング付2-ソケット MIL-切り落としケーブル
（シリコン製耐環境ブーツ）
型番：048ECXXXBZ

テフロンⓇは、DuPont社の登録商標です。
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製品仕様
型番 047ケーブル
ケーブル構造 ケーブル仕様

外皮材質 ポリウレタン
使用温度範囲 −50～121℃
容量 118pF/m
外径 6.35mm
導線数 2芯
シールドタイプ 編組
AWGサイズ 22

ケーブル&コネクタ

２芯ツイストペアシールド
金属被覆ポリウレタンケーブル
型番：047ケーブル
●   金属被覆による劣悪環境からのケーブル保護
●   大径金属被覆
●   切り落とし端末部での熱収縮呼吸作用により
センサ設置箇所の湿気の侵入を防止

導線#1
赤（信号）

導線#2
青（グランド）

ポリウレタン外皮

ステンレス製金属被覆 編組シールド

22	AWG	ドレンワイヤ

型番 代表的な使用箇所 在庫品ケーブル長さ
047AMXXXBZ 設置環境が悪いため堅牢で金属コネクタが好まれる場所 受注後組立
047ECXXXBZ 設置環境が悪いため堅牢で耐水性が要求される場所／ケーブル接続の信頼性が特に要求される場所 受注後組立

アルミ製2-ソケットMIL-
切り落としケーブル
型番：047AMXXXBZ

金属製ロックリング付2-ソケット MIL-
切り落としケーブル

（シリコン製耐環境ブーツ）
型番：047ECXXXBZ

【ケーブル構成の代表例】
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製品仕様
型番 050ケーブル
ケーブル構造 ケーブル仕様

外皮材質 熱可塑性エラストマー
使用温度範囲 −30～800℃
容量 102pF/m
外径 5.33mm
導線数 2芯
シールドタイプ 編組
AWGサイズ 23

ケーブル＆コネクタ
汎用ツイストペアシールド
コイル形ポリウレタンケーブル
型番：050ケーブル
●   ポータブル振動計を携帯した巡回点検による予知
保全に最適

●   多くのデータ収集器用として短納期出荷が可能
●   長期使用でもコイル形状を保持

導線#1
赤（信号）

導線#2
青（グランド）

ポリウレタン外皮　黒

各導線毎に編組シールド

型番 代表的な使用箇所 在庫品ケーブル長さ
050LQXXXAC Commtest社およびDatastick社向け解析器用 1.8m、3m
050LQXXXHX Emerson社／CSI2130解析器用 1.8m、3m
050LQXXXDP Rockwell社, Entek Datapak社およびEnpac社向け解析 1.8m
050FVXXXCV Emerson社／CSI2110, 2115, 2120解析器用 受注後組立
050FVXXXCW SKF MicrologⓇ解析器用 受注後組立
050FVXXXHM SKF GXⓇシリーズおよびAzima-DLI DCA-31解析器用 受注後組立
050ACXXXAC 加速度スイッチボックス出力とCommtest社およびDatastick社向け解析器接続用 受注後組立
050DPXXXAC 加速度スイッチボックス出力とRockwell社, Entek Datapak社およびEnpac社向け解析器接続用 受注後組立
050PHXXXAC 加速度スイッチボックス出力とEmerson社／CSI2130解析器接続用 受注後組立
050ACXXXCV 加速度スイッチボックス出力とEmerson社／CSI2110, 2115, 2120解析器接続用 受注後組立

2-ソケット MIL-BNCプラグケーブル
（延長ストレインリリーフ付）
型番：050LQXXXAC

【ケーブル構成の代表例】

2-ソケット MIL-5ピンTurckⓇコネクタ
ケーブル （延長ストレインリリーフ付）
型番：050LQXXXHX

2-ソケット MIL-7ピンLemoⓇコネクタ
ケーブル （延長ストレインリリーフ付）
型番：050LQXXXDP

2-ソケット MIL-25ピンD-Subコネクタ
ケーブル （延長ストレインリリーフ付）
型番：050FVXXXCV

2-ソケット MIL-25ピンD-Subコネクタ
ケーブル （延長ストレインリリーフ付）
型番：050FVXXXCW

2-ソケット MIL-6ピンFischerⓇコネクタ
ケーブル （延長ストレインリリーフ付）
型番：050FVXXXHM

BNCプラグ-BNCプラグケーブル
型番：050ACXXXAC

7ピンLemoⓇ-BNCプラグケーブル
型番：050DPXXXAC

5ピンTurckⓇ-BNCプラグケーブル
型番：050HXXXXAC

BNCプラグ-25ピンD-Subケーブル
型番：050ACXXXCV

TurckⓇはTURCK USAの登録商標です。
LemoⓇはLEMO USAの登録商標です。
MicrolongⓇはSKFの登録商標です。

GXⓇはSKFの登録商標です。
FischerⓇはFischer Connectors SAの登録商標です。

安全機能付コネクタについてはP176を参照下さい。
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製品仕様
型番 059ケーブル
ケーブル構造 ケーブル仕様

外皮材質 ポリウレタン
使用温度範囲 −50～121℃
容量 118pF/m
外径 6.35mm
導線数 4芯
シールドタイプ 編組
AWGサイズ 20

ケーブル&コネクタ

４芯シールド
ポリウレタンケーブル
型番：059ケーブル
●   ３軸、２軸、および温度／加速度２出力センサ用
４芯ケーブル

●   ２線式４～20mA出力と加速度の生値または
温度出力付仕様に最適

●   ドレンワイヤー入りツイスト編組シールド

４導線（黒、白、緑、赤）

ポリウレタン外皮　黒

編組シールド

アルミ製4-ソケット MIL-切り落としケーブル
型番：059ANXXXBZ

【ケーブル構成の代表例】

アルミ製4-ソケット MIL-3BNCプラグケーブル
（X, Y, Z軸ラベル付、シールドグランド付）
型番：059ANXXXNF

アルミ製4-ソケット MIL-5ピンTurckⓇ

コネクタケーブル
型番：059ANXXXHX

アルミ製4-ソケット MIL-
11ピンFischerⓇコネクタケーブル
型番：059ANXXXGV

3-ソケット MIL-切り落とし成型ケーブル
型番：059BVXXXBZ

3-ソケット MIL-2BNCプラグケーブル
成型ケーブル （温度と振動ラベル付）
型番：059BVXXXLH

3-ソケット MIL-切り落とし成型ケーブル
型番：059EFXXXBZ

アルミ製3-ソケット MIL-切り落としケーブル
型番：059GTXXXBZ

アルミ製4-ソケット MIL-切り落としケーブル
型番：059HCXXXBZ

型番 代表的な使用箇所 在庫品ケーブル長さ
059ANXXXBZ 3軸加速度向けターミナルブロック用 受注後組立
059ANXXXNF 3軸加速度向けBNC入力データ収集器用 3m
059ANXXXHX 3軸加速度向けCSI2130解析器用 受注後組立
059ANXXXGV 3軸加速度向けAzima-DLI DCX解析器用 受注後組立
059BVXXXBZ 温度および加速度向け、4～20mA伝送と振動の生値向けターミナルブロック用 受注後組立
059BVXXXLH 温度および加速度向け、4～20mA伝送と振動の生値向けBNC入力データ収集器用 受注後組立
059EFXXXBZ ２軸加速度向けターミナルブロック用 受注後組立
059EFXXXLG ２軸加速度向けBNC入力データ収集器用 受注後組立
059GTXXXBZ 堅牢な金属コネクタが好まれる温度および加速度向け、2軸または4～20mA伝送と振動の生値向けターミナルブロック用 受注後組立
059HCXXXBZ 温度出力付4～20ⅿA振動信号用（TO64シリーズ） 受注後組立

3-ソケット MIL-3BNCプラグ
成型ケーブル（X, Y軸ラベル付）
型番：059EFXXXLG
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ケーブル＆コネクタ
このページのケーブルの構成に関する詳細については、弊社の営業担当にお問い合わせください。

４芯シールド高温用テフロンⓇケーブル
型番：057ケーブル
●   3軸、2軸、および温度／加速度2出力セン
サ用4芯ケーブル

●   2線式4～20mA出力と加速度の生値ま
たは温度出力付仕様に最適

●   高温／耐食仕様コネクタと組み合わせて
高温腐食性雰囲気のアプリケーションで
使用可能

テフロンⓇは、DuPont社の登録商標です。

４芯シールド金属被覆
ポリウレタンケーブル
型番：043ケーブル
●   3軸、2軸、および温度／加速度2出力セン
サ用4芯ケーブル

●   2線式4～20mA出力と加速度の生値ま
たは温度出力付仕様に最適

●   金属被覆による劣悪環境からのケーブル
保護

３芯ツイストシールド高温用
テフロンⓇケーブル
型番：056ケーブル
●   3軸、2軸、および温度／加速度2出力セン
サ用3芯ケーブル

●   ２線式４～20mA出力と加速度の生値ま
たは温度出力付仕様に最適

●   高温／耐食仕様コネクタと組み合わせて
高温腐食性雰囲気のアプリケーションで
使用可能

24芯オーバーオールシールド
PVCケーブル
型番：049ケーブル
●   12チャンネル分のデータを1本のケーブ
ルに統合

●   ケーブルインターフェイスボックスや
ケーブル集約スイッチボックスで使用

●   遠隔の制御室まで1本のケーブルで済む
ためコストとスペースを節約

編組シールド

FEPテフロンⓇ外皮　オレンジ

４導線

ステンレス製
金属被覆 編組シールド

導線#1
導線#2

導線#3
導線#4

ポリウレタン外皮

編組シールド

FEPテフロンⓇ外皮　オレンジ

導線#1

導線#2
導線#3

PVC外皮　黒 22		AWG
ドレンワイヤ

12対
ツイストペアー
（24芯）

ホイルシールド
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ケーブル&コネクタ

32芯ツイストペアーオーバーオール
シールドPVCケーブル
型番：046ケーブル
●   16チャンネル分のデータを1本のケー
ブルに統合

●   型番：691B47　16チャンネルケー
ブル集約スイッチボックスで使用

●   遠隔の制御室まで1本のケーブルで済
むためコストとスペースを節約

２芯シールド軽量コイル形ケーブル
型番：044ケーブル
●   ポータブル振動計を携帯した巡回点検
による予知保全に最適

●   軽量なため持ち運びや使い勝手が容易
●   長期使用でもコイル形状を保持

ツイストシールド高耐久性
コイル形ケーブル
型番：058ケーブル
●   ポータブル振動計を携帯した巡回点検
による予知保全に最適

●   汚れた環境用に設計された太いケーブ
ルによる高耐久性

●   長期使用でもコイル形状を保持

PVC外皮　黒 22		AWG
ドレンワイヤ

16対
ツイストペアー
（32芯）

ホイルシールド

各導線毎に編組シールド

ポリウレタン外皮　黒
導線#１
赤（信号）

導線#2
青（グランド）

各導線毎に編組シールド

ポリウレタン外皮　黒
導線#１
赤（信号）

導線#2
青（グランド）

ケーブル仕様
型番 057ケーブル 043ケーブル 056ケーブル 049ケーブル 046ケーブル 044ケーブル 058ケーブル
外皮材質 FEPテフロンⓇ ポリウレタン FEPテフロンⓇ PVC PVC ポリウレタン ポリウレタン
使用温度範囲 −65～200℃ −50～121℃ −65～200℃ −40～105℃ −40～105℃ −60～80℃ −50～121℃
容量 79pF/m 118pF/m 89pF/m 76pF/m 76pF/m 66pF/m 118pF/m
外径 4.83mm 6.35mm 4.83mm 15.5mm 17.8mm 4.32mm 6.35mm
導線数 4芯 4芯 3芯 24芯 32芯 2芯 2芯
シールドタイプ 編組 編組 編組 アルミマイラー アルミマイラー スパイラル 編組
AWGサイズ 22 20 20 20 20 20 20

テフロンⓇは、DuPont社の登録商標です。



64

安全機能付きコネクタ

安全機能付きコネクタ
●   回転機への引き込まれの防止
●   多種のコネクタに対応しており、迅速に
フィールドでの使用を可能にします

●   多くの一般的なデータ収集器のコネクタ
部を用意しています

製品仕様
安全機能付きコネクタ
ケーブル構造 ケーブル仕様

コネクタスタイル 分離型
コネクタ形状 3ソケット（メス）／3ピン（オス）
接続方法 スナップオン
使用温度範囲 −40～80℃
構造 IP67
ハウジング材質 プラスチック
寸法（外径×長さ） 19mm×57mm
重量 11.1グラム

53mm φ16mm 56mm

98mm
接続時の長さ

TurckⓇはTURCK USAの登録商標です。
LemoⓇはLEMO USAの登録商標です。

FischerⓇはFischer Connectors SAの登録商標です。

3ソケット安全機能付きコネクタ（メス）-
5ピンTurckⓇコネクタケーブル
型番：052LVXXXHX

3ソケット安全機能付きコネクタ（メス）-
6ピンFischerⓇコネクタケーブル
型番：052LVXXXHM

3ソケット安全機能付きコネクタ（メス）-
7ピンLemoⓇコネクタケーブル
型番：052LVXXXDP

3ソケット安全機能付きコネクタ（メス）-
25ピンD-subコネクタケーブル
型番：052LVXXXCV

2-ソケット MIL-3ピン安全機能付き
コネクタ（オス）コイル形2mケーブル
型番：050LQ006LU*

3ソケット安全機能付きコネクタ（メス）-
BNCプラグケーブル
型番：052LVXXXAC

3ソケット安全機能付きコネクタ（メス）-
25ピンD-subコネクタケーブル
型番：052LVXXXCW

*型番：050LQ006LUは、お持ちのデータ収集器に合った下記のケーブルが必要です。



東陽テクニカの関連製品ページ

ぜひ東陽テクニカウエブページもご活用ください。

東陽テクニカ トップページ　http://www.toyo.co.jp

機械制御／振動計測製品をご紹介
http://www.toyo.co.jp/mecha

PCB社取扱製品をご紹介
http://www.toyo.co.jp/pcb

PCB社製品オンライン検索・見積サイト
http://www.toyo.co.jp/pcb-pf/



本カタログに記載された商品の機能･性能は断りなく変更されることがあります。

PCB-4778-00-1701000-500-2.0-T7G-CA

機械計測センサ部

〒103-8284　東京都中央区八重洲1-1-6
TEL.03-3245-1240   FAX.03-3246-0645   E-Mail : p11@toyo.co.jp

http://www.toyo.co.jp/mecha/

 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1（新大阪ブリックビル） TEL.06-6399-9771 FAX.06-6399-9781

 〒465-0095 愛知県名古屋市名東区高社1-263（一社中央ビル） TEL.052-772-2971 FAX.052-776-2559

 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3（宇都宮大塚ビル） TEL.028-678-9117 FAX.028-638-5380

 〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6 TEL.03-3279-0771 FAX.03-3246-0645

テクノロジーインターフェースセンター　〒103-0021　東京都中央区日本橋本石町1-1-2 TEL.03-3279-0771 FAX.03-3246-0645

大 　 阪 　 支 　 店

名 古 屋 営 業 所

宇 都 宮 営 業 所

電子技術センター


