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衝撃加速度計は単発のきわめて高い衝撃を測定
するよう特別に設計されています。このような
加速度計は一般の加速度計とは異なり、おおむ
ね 10,000m/s2 以上の衝撃加速度にさらされ、
その衝撃は 10μ秒以下で 1,000,000m/s2 以上
に達する場合もあります。きわめて高速の単発
衝撃を捉える為に衝撃加速度計には特別な設計
が必要になります。

PCB社の衝撃加速度計は、耐久性と衝撃現象の
忠実な測定を実現するためになされた、材料、組
み立て及び試験等広範な技術と研究の結晶です。
自動化されたホプキンソンバー校正システムが
実際の高衝撃を研究室内で再現し、衝撃加速度
計の開発評価に役立てられています。このよう
な投資設備によりPCB社では、個々のセンサの
ゼロシフト、リンギング、非線形性といった性
能を評価改善しています。

ベース面の歪み熱衝撃の影響を最小化するため
に、衝撃加速度計ではシェアモード（せん断構造）
の水晶及びセラミック圧電素子が採用されてい
ます。セラミック圧電素子はセンサの小型軽量
化に寄与し高い測定レンジと広い周波数レンジ
をもちます。水晶圧電素子は汎用デバイスとし
てより広い温度範囲を呈します。ICP® センサは
アンプ回路をセンサ内に内蔵し、信頼性が高く
簡単な操作の外部定電流シグナルコンディショ
ナで動作します。いくつかのセンサでは機械的
及び電気的フィルタが付加されており、共振を
抑え出力信号から高周波リンギングの除去に役
立っています。

 ロケットの離脱衝撃

 パイルドライバのモニタ

 熱衝撃

 反動及び着弾衝撃

 インパクトプレス モニタ

 爆発試験

 衝撃加振モニタ

衝撃加速度計
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衝撃加速度計

衝撃加速度計
電気的 ･機械的フィルタされた受感素子により高周波 ICP® 衝撃加速度計のゼロシフトは極めて小さくなっています。最大で
1,000,000m/s²(100,000g) の測定が可能で、様々な衝撃測定に使用されております。加速度計の取付はネジ止めが必要とな
ります。

用途：
＊金属対金属衝撃　　＊パイルドライバモニタ　　＊砲弾等発射衝撃　　＊落下衝撃

注1 : 典型値
注 2：1g=10m/s² にて算出

注3：一体ケーブルの末端コネクタは10 - 32 プラグです。
BNC( ジャック )コネクタを持つ計測機器に接続するためにはコネクタアダプタ「070A02」が別途必要です。

シリーズ 衝撃加速度計
型番 350B21 350D02 350B23

写真

特長
ケース絶縁

高レンジ1,000,000 m/s²
取付共振 200kHz 以上

ケース絶縁
メカニカルフィルタ
電気フィルタ内蔵

ケース絶縁
メカニカルフィルタ
電気フィルタ内蔵

製品仕様
感度（注2） 0.005mV/(m/s²) 0.01mV/(m/s²) 0.05mV/(m/s²)
測定レンジ（注2） ± 1,000,000 m/s² pk ± 500,000 m/s² pk ± 100,000 m/s² pk
分解能 2.9 m/s² rms  5 m/s² rms 0.39 m/s² rms
周波数範囲 (±1dB) 1～ 10,000Hz 4～ 10,000Hz 0.4～ 10,000Hz
周波数範囲 (±3dB) 0.5～ 35,000Hz 2～ 25,000Hz 0.2～ 25,000Hz
温度範囲 -54～ +93℃ -18～ +66℃ -18～ +66℃
重さ 4.4グラム 4.5 グラム 4.5グラム
共振周波数 200kHz以上 100kHz以上 100kHz以上
機械的耐衝撃（注2） ± 2,000,000 m/s² pk ± 1,500,000 m/s²　pk ± 500,000 m/s² pk
振幅直線性 ± 0.5%/100,000(m/s²) 2.5%/100,000 (m/s²) 以下 2％以下
電気フィルタカットオフ周波数（注1) N/A 17kHz 13kHz
メカニカルフィルタ共振周波数（注1) N/A 45kHz 23kHz
横軸感度 N/A 7％以下 7％以下
シール 溶接密封 溶接密封 溶接密封
コネクタ（注3) ケーブル一体（10-32プラグ） ケーブル一体（10-32プラグ） ケーブル一体（10-32プラグ）
ケース材 チタン チタン チタン
取付 1/4-28　オス ¼-28　オス 1/4-28　オス
標準付属アクセサリ
付属ケーブル N/A N/A N/A
推奨アクセサリ
コネクタアダプタ 070A02（BNC変換） 070A02（BNC変換） 070A02（BNC変換）
オプション M M M 

350B21, 350B23 350D02

オス オス
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350B03, 350B04

注1 : 典型値
注 2：1g=10m/s² にて算出

注3：詳細については11-1 ～ 11-13 ページをご参照ください。

シリーズ 衝撃加速度計
型番 350B03 350B04

写真

特長 メカニカルフィルタ
電気フィルタ内蔵

メカニカルフィルタ
電気フィルタ内蔵

製品仕様
感度（注2） 0.05mV/(m/s²) 0.1mV/(m/s²)
測定レンジ（注2） ± 100,000 m/s² pk ± 50,000 m/s² pk
分解能 0.39 m/s² rms 0.2 m/s² rms
周波数範囲 (±1dB) 0.4～ 10,000Hz 0.4～ 10,000Hz
周波数範囲 (±3dB) 0.2～ 25,000Hz 0.2～ 25,000Hz
温度範囲 -18～ +66℃ -18～ +66℃
重さ 4.5グラム 4.5グラム
共振周波数 100kHz以上 100kHz以上
機械的耐衝撃（注2） ± 500,000 m/s² pk ± 500,000 m/s² pk
振幅直線性 2％以下 2％以下
電気フィルタカットオフ周波数
（注1) 13kHz 13kHz

メカニカルフィルタ共振周波数
（注1) 23kHz 23kHz

横軸感度 7％以下 7％以下
シール 溶接密封 溶接密封
コネクタ 10-32ジャック 10-32ジャック
ケース材 チタン チタン
取付 1/4-28　オス 1/4-28　オス
標準付属アクセサリ
付属ケーブル N/A N/A
推奨アクセサリ
推奨ケーブル（注3) 002C10 002C10
オプション W, M W
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