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動的圧力センサの紹介
圧電式圧力センサは動的圧力の測定に使用されます。これら
は一般的な動的圧力測定には適していますが、静的圧力測定
には向いていません。乱流、爆風、弾道圧、エンジン燃焼な
どのいろいろな条件下での動的圧力測定には、特別な機能を
備えた圧力センサが必要となります。高速応答、耐久性、高
剛性、高レンジ、および準静的圧力計測は、PCB社の水晶
型圧力センサの備える標準的な機能です。本書では、動作原
理を理解し、よりよい動的圧力測定に役立てていただくため
に、PCB社製圧力センサの構造および動作特性をご紹介い
たします。

圧力センサの種類
本書では、PCB社製圧力センサの 2つの動作方式について
ご紹介いたします。ひとつは電荷出力方式の圧力センサで、
高インピーダンスの電荷出力を生成します。もう一つは、
ICP®（Integrated Circuit Piezoelectric：アンプ内蔵方式） 
電圧出力型センサです。内蔵の小型アンプが高インピーダン
スの電荷を低インピーダンスの電圧出力に変換するのが特長
です。（ICP® は PCB Piezotronics 社の登録商標です）

センサの構造
圧電式圧力センサは、様々な圧力計測のための取り付けに対
応できるよう、多様な種類の形状、ネジをご用意しています。
水晶の結晶は、安定かつ繰り返し可能な動作を保証するため、
ほとんどの圧力センサに使用されています。また、ハウジン
グ内で通常良好な線形性を保つためにプリロード（初期荷重）
がかけられています。トルマリンもまた天然の安定した圧電
体結晶であり、高感度が必要とされる一部の圧力センサに使
用されています。

図1に、標準的な水晶型圧力センサの断面図を示します。特
にこれは汎用のアンプ内蔵型センサのものです。

図1　標準的な ICP水晶圧力センサ
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電荷出力型センサ
素子に圧力が加わると、電荷が発生します。この高インピー
ダンス出力は、特殊なローノイズケーブルを通して、実験室
用チャージアンプや、ソースフォロワのようなインピーダン
ス変換用アンプに入力します。このとき、ケーブルや接続部
位では、高い絶縁抵抗が保持されるようにしておかなければ
なりません。
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チャージアンプもしくは電圧アンプの主要な機能は、高イン
ピーダンスの出力を、信号の収録のために扱いやすい低イン
ピーダンスの出力に変換することです。実験室用チャージア
ンプには、信号の正規化、レベル調整、フィルタリングなど
の多様な機能が追加されています。PCB社製のチャージア
ンプには、準静的圧力計測、静的校正、ドリフトのない動的
動作などのための入力調整機能が付加されています。小型の
インラインアンプは通常、測定可能範囲、および周波数範囲
が固定されています。

電荷出力型水晶圧力センサは、ICP® センサに比べ高温での
使用が可能です。なぜなら、ICP® の内蔵アンプよりも、水
晶素子の上限温度の方が高いためです。電荷出力型の系の使
用を考慮する際に、素子からの出力は非常に高インピーダン
スの電荷であることを思い出してください。圧力センサの内
部の構成要素および、外部の信号コネクタは非常に高い絶縁
インピーダンス（通常1013Ω）を保つ必要があります。し
たがって、使用するすべてのコネクタ、ケーブルおよびアン
プも非常に高い絶縁抵抗を保たなければなりません。

図 2および図 3にセンサ、ローノイズケーブル、チャージ
アンプを含む標準的なチャージアンプシステムの回路図を示
します。

図2 　電荷出力方式システム回路図
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湿気、塵、油やグリースといった周りの環境によりコネクタ
に付着する汚れは、絶縁抵抗を低下させ、信号のドリフトや、
実際の現像と異なる結果を生じる原因となります。

電荷出力型圧力センサを使用する場合、特殊なローノイズケ
ーブルが必要となります。標準の二線式もしくは同軸ケーブ
ルは、曲げられたときに導線の間に電荷を発生します。これ
は、摩擦電気ノイズと呼ばれ、センサからの電荷出力との分
離が不可能です。ローノイズケーブルには、絶縁材と網目状
のシールド被膜の間に特殊な黒鉛の潤滑剤が入っています。
これにより、摩擦電気の影響を最小限に抑え、センサの電荷
出力信号のS/N（信号／ノイズ）比を向上させています。

ICP® 型低インピーダンス水晶式圧力センサ
ICP® 型圧力センサには、高インピーダンスの電荷出力を低
インピーダンスの電圧出力に変換するMOSFETの小型アン
プが内蔵されています。ICP® センサは、定電流源から電力
供給され、長い同軸ケーブルやリボンケーブルでも信号を劣
化させることなく動作可能です。低インピーダンスの電圧出
力は摩擦電気によるケーブルのノイズや、汚れによる絶縁抵
抗低下の影響を受けません。

一般的に、ICP® センサの動作に必要な電力は安価で、定格
24～ 27V、2～ 20mAの定電流です。

図 4に標準的な ICP® センサのシステムの概略を示します。
PCB社では、圧力センサ用に交流式、電池式、1チャンネル、
多チャンネル、ゲイン付、ゲインなし他シグナルコンディシ
ョナを多種類ご用意しています。詳細はカタログをご参照く
ださい。データ収録装置の一部には、ICP® センサを直接動
作可能な定電流源を内蔵しているのものがあります。また、
PCB社では、静的校正もしくは準静的測定用にDCカップ
ル式のシグナルコンディショナもご用意しています。

図4　ICP® センサシステム回路図
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図3 　電荷出力方式システム
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ICP® 型圧力センサは、取り扱いが簡便なだけでなく、電荷
型にくらべてチャンネルあたりのコストが安いという利点が
あります。実験室向けチャージアンプ1チャンネルのコスト
で、ICP® シグナルコンディショナ（多種類あり）複数チャ
ンネルに相当します。

一部の苛酷な環境下では、電荷型出力センサを、インライン
型の小型チャージアンプもしくは電圧アンプ、ICP® シグナ
ルコンディショナと組み合わせて使う低価格の “ハイブリッ
ドシステム” での使用をお勧めいたします。

図5に 2線式システムの構成例を示します。

図5　 標準的なセンサシステム
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極性について
正の圧力（圧力が増加）が ICP® 圧力センサに加わると、セ
ンサは正の電圧を出力します。一方、PCB社の電荷出力型
圧力センサの極性はこれと全く逆になります。正の圧力が加
わると、負の出力を行います。電荷出力型センサは、通常、
信号を反転させる外付けのチャージアンプとともに使用しま
す。このため、チャージアンプとともに電荷出力型センサを
使用した系の出力極性は、ICP® センサの場合と同じになり
ます（センサに逆の極性を持たせることも可能です）。

高周波応答
ほとんどの PCB社の電圧式圧力センサは、堅牢なハウジン
グ内部でプリロードをかけたコンプレッション（圧縮）モー
ドの水晶の素子、もしくはプリロードをかけないトルマリン
の素子から構成されます。

これらの構造により、マイクロ秒オーダ－の応答、数百 kHz

の高い共振周波数を、オーバーシュートやリンギングを最小
にして実現しています。ダイヤフラム（受圧面）の直径を小
さくすることにより、局所的な衝撃波の空間的な分解能を確
保しています。

高周波の応答および、立ち上がり時間は取り付けポートの寸
法およびセンサ周辺の電子回路により影響を受けます（別項
に、長いケーブルの使用による高周波帯域での制約に関する
記述があります）。

測定を開始する前に、計測系を構成するすべての機器の仕様
を確認してください。

圧電式圧力センサはなぜ動的圧力のみ測定するの
か
圧電式圧力センサに圧力が加わると、水晶素子に電荷が発生
します。

しかしながら、電気的絶縁抵抗がきわめて高い場合でも、こ
の電荷はリークして最終的にゼロになります。

電荷がリークしてゼロになるのに要する時間は、電気的絶縁
抵抗の値に依存します。

電荷型圧力センサを電圧アンプとともに使用した場合、漏れ
率は、センサ内部の静電容量、抵抗、使用するケーブル、外
付けの電圧アンプ（ボルテージフォロワ）により決定します。
また、電荷型の圧力センサを、電荷アンプ（チャージアンプ）
と使用した場合、漏れ率は、チャージアンプのフィードバッ
ク抵抗およびキャパシタにより決定されます。

ICP® 型の圧力センサの場合、圧電素子および内蔵の ICP®
回路の抵抗および静電容量により、漏れ率が決定します。

放電時定数（DTC）
電荷（もしくは電圧）のリークは、RC回路内で起きた場合、
指数関数の減衰に従います。圧電式圧力センサのシステムの
挙動もこれと同様となります。このときの静電容量（F）と
抵抗（Ω）の積を放電時定数（DischargeTime Constant 
単位　秒）と呼びます。

放電時定数（DTC）は、センサもしくは測定系がステップ変
化するもとの値から、37%まで減少するまで放電するのに
要する時間として規定されています。測定系のDTCは、そ
の系の低周波特性と関連します。圧力校正の際に準静的な圧
力で動作したり、特定の長いパルス幅を持つ現像の計測には、
長い放電時定数をもつ測定系が適しています。
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電荷出力型システムの放電時定数
電荷出力型のシステムでは、通常、系の放電時定数は外部の
チャージアンプの設定によって決められます。PCB社のチ
ャージアンプ 460シリーズは、short, medium,long の時
定数の切り替えスイッチがあり、放電時定数が選択できます。
電気的絶縁抵抗は高いことが前提であり、そうでないとドリ
フトが発生します。そのため、このドリフトを最小限に抑え
るため、圧力センサの接続箇所およびケーブルは清潔で、乾
燥するように保たねばなりません。

ICP® システムの低周波応答
ICP® センサで低周波での測定を行う場合、以下の 3つの点
を考慮しなければなりません。

1.  圧力センサの放電時定数特性
2. 使用するシグナルコンディショナのACカップリング
の信号モニタ機器込みの放電時定数（DCカップリン
グを使用する場合、上記の1. のみを考慮します）

3. ICP® シグナルコンディショナ

精密な低周波測定を確実に行うためには、上記3つ全てを十
分に理解しなければなりません。

ICP® 圧力センサの放電時定数
ICP® 回路を内蔵したPCB社製のセンサの場合、放電時定数
はこの内蔵回路により固定した値に設定されています。圧力
センサのカタログの仕様に、各モデルの放電時定数が記載さ
れています。ICP® センサにステップ状の入力が加わると、
この機械的な入力に比例した電荷量Δqが発生します。

出力電圧は、ΔV＝Δq/Vで与えられます。ここでCはセン
サの素子、アンプ、レンジを決定するキャパシタすべてを含む
静電容量をあらわします。この電圧が、MOSFETアンプによ
り増幅され、センサの最終的な電圧感度が決定します。ステッ
プ入力が最初に加えられた後、電荷信号は、q＝Qe（-t/RC）の式
にしたがって減衰します。

ここで、ｑ= 瞬間の電荷量　（pC）
Q = 初期の電荷量　（pC）
R = バイアス抵抗値　（Ω）
C = トータル静電容量　（pF）
t = t。後の経過時間
e = 自然対数の底　（2.718）

図6　圧電信号の指数関数的減衰
時間（DTC）

信号減衰
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先の式の電荷信号の減衰過程を図6にグラフで示します。

Rと Cの積は、センサの放電時定数（DTC、秒）をあらわ
します。時定数は、標準的なセンサのなかでも、ほんの数秒
から >2,000秒まで多岐に及びます。

センサおよびシステムの放電時定数
放電時定数（DTC）は系の低周波応答特性を決定します。こ
のため、ICP® センサを含む系の放電時定数を把握すること
は重要です。センサを含む系の放電時定数は、センサもしく
は、シグナルコンディショナのうち最も短い時定数をもつも
のに支配されます。

各センサの時定数は固定され、この値はカタログに記載され
ています。バッファアンプを内蔵する ICP® シグナルコンデ
ィショナは、内部回路により時定数が固定され、この時定数
はデータ読み取り装置の入力インピーダンスの影響を受けま
せん。静電容量的にカップリングした信号を出力する PCB
シグナルコンディショナは、キャパシタを通るシャント抵抗
により時定数が決定します。接続するデータ読み取り装置の
入力インピーダンスが1MΩ以下でない場合、シグナルコン
ディショナの時定数（通常10秒）はこのシャント抵抗によ
り決定します。読み取り装置の入力インピーダンスが1MΩ
以下の場合、放電時定数はこれより短くなリます。

系のなかの最も短い放電時定数が特定されたあと、低周波の
カットオフ周波数が決定します。系の時定数は、Rと Cで
構成される一次のハイパスフィルタの特性に似ています。理
論的な低周波側のコーナーカットオフ周波数（fc）を図 7に
示します。また、以下の式により時定数からfcが求まります。

-3 dB：fc = 0.16/DTC
-10%：fc = 0.34/DTC
-5%：fc = 0.5/DTC
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図7　ICP® センサの伝達特性
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持続時間の長い現象と放電時定数
特に高い測定レンジをもつ圧力センサの静的な校正など、2
～3秒間圧力が加わる現象の計測が必要になる場合があリま
す。急激な信号の減衰が防ぐため、この種の測定を行う前に、
測定系のすべてのモニタ関連装置をDCカップリングで受け
るようにしてください。PCB社の 484シリーズ他のシグナ
ルコンディショナは、このような用途のためにACおよび
DCカップリングの両方の機能を持っています。

このような現象の計測においては一般的に、放電時定数の最
初の10%の間は、信号の損失と時間の経過は1対 1の関係
を持ちます。500 秒の放電時定数を持つセンサの場合、最
初の 50秒が経過したとき、もとの信号の 10％減衰したこ
とになります。1％の精度がほしければ、データは放電時定
数の最初の1％に相当する時間の間に取得しなければなりま
せん。8％の精度が許容できるならば、測定は最初の 8％の
間に行うべきです。

図8にこの現象を示します。

図8　ステップ関数応答

測定入力
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バイアス電圧

出力電圧

信号を放置すると、信号はゼロに向かって自然に減衰してい
きます。ゼロ（もしくはベースライン）に到達するまでに放

電時定数の約5倍の時間を要します。

図8にあるように、時刻 t0+0.01TC（TCは放電時定数）に
おいて、もとのステップインパルス信号が除去されると、出
力信号は、ベースラインの基準点からわずかに沈み込むこと
に注意ください。この負の値は、当初のインパルスのピーク
値の減少分に相当します。さらに信号を放置すると、上方に
あるゼロの均衡に向かって信号は減衰します。

典型的な圧電式システムの出力
圧電式圧力センサシステムの出力特性は、ACカップリング
の系のそれと同じになります。この系においては、繰り返し
パルス信号は、もともとのベースラインをはさんで上下の領
域の面積が等しくなるまで減衰します。モニタされた信号の
レベルが上下に変動すると、出力はベースラインをはさんで
正側と負側の領域が等しくなった状態を維持します。図9に、
このカーブに追随するAC信号を示します（DCカップリン
グモードの場合の信号出力はこれと同じ特性になりますが、
系の放電時定数の影響で、時間の幅が延びた形になります）。

図9　繰り返しパルス、AC信号

例として、パルス幅 1秒、パルス間隔 1秒の ACカップル
した定常圧力現象から発生する0～ 2Vの出力信号について
考えてみましょう。周波数は一定ですが、信号はもともとの
ベースラインを中心として変動する（面積A＝ Bの状態）
まで急速に減衰します。ピーク・ピーク間の出力は一定の状
態を保ちます。

センサの取り付け
良い圧力計測を実現するためには、圧力センサを精度良く取
り付けることが必須です。カタログに記載されている取り付
けに関する情報だけでなく、センサに付属する詳細な取り付
け図面を必ず参照してください。精度良い取り付けポートの
ドリル穴あけ、ネジ穴加工を行い、規定のトルク値でセンサ
を取り付けてください。取り付けに必要なアクセサリは、セ
ンサ本体に付属しています。一部のセンサの取り付けを簡単
に行うため、標準で何通りかのネジアダプタも供給していま
す。フリーフィールドでの爆風圧計測では、センサ取り付け
用のブラケットや、三脚からの望ましくない反射の影響を最
小にするような「空気力学的に影響のない」取り付けを心が
けてください。
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カタログに記述された多くの圧力センサの受圧素子は、セン
サのダイヤフラム（受圧面）側の端に位置します。圧力測定
の際にこの部分に横方向の荷重（サイドローディング）が加
わると、信号出力にひずみが生じます。図 10を参照してく
ださい。

図10　フラッシュマウントの場合の取り付け

圧力センサ

正しい取り付け 悪い取り付け

圧力センサ

推奨トルク値より
クランプナット
締め付け

中心外れに
よる側面
応力

芯出しが適正で
ないための側面
からの応力

クランプナット

また、センサ上部にも異常な横方向の荷重やひずみが加わらな
いようにすることも重要です。適切な取り付けは、出力信号の
ひずみを最小限にします。たとえばセンサに接続されたケーブ
ルが、コネクタの直角方向に引っ張られている場合、センサ本
体に横方向のひずみを与えます。また、横方向の振動レベルが
高い環境下で、小型のコネクタのついたケーブルに重いコネク
タアダプタを使用した場合も同様の恐れがあります。

フリーフィールドでの爆風計測のような一部の圧力測定で、
圧力センサが、これを取り付ける丸い円盤が爆風により変形
することにより、横方向の荷重が加わる恐れがあります。O
リングを使った取り付けでこの影響を最小限に抑えることが
可能です。

フラッシュマウントとリセスマウントの比較
プレートや壁面へのフラッシュマウント（面一取り付け）で
の圧力センサの取り付けは、圧力の乱れを最小限にし、取り
付けによる空洞の影響やチャンバの体積増加を回避するのに
理想的です。一方、リセスマウント（ダイヤフラムを壁面よ
りも引き込んだ取り付け）は、圧力センサのダイヤフラム端
が瞬間的に極端な高温に晒されたり、粒子との衝突の恐れが
ある場合に適しています。ほとんどのPCBの圧力センサは、
フラシュマウント用にシールリングが付属します。112、
113 シリーズは、リセスマウント用に別売りでシールスリ
ーブをご用意しております。センサご発注時にあわせてシー

ルスリーブもお求めください。

図11　標準的なリセスマウント

圧力センサ

クランプナット

スペーサ
スリーブ

リセスポート

頻繁に圧力センサを取り外し、取り付けを行う場合には、予
備のシールリング、シールスリーブをご用意いただくことを
お勧めします。圧力センサを再度取り付ける前に、取り付け
穴の中に古い変形したシールリングが残っていないか確認し
てください。

圧力センサのカタログには、センサの取り付けが容易になる
様々なアダプタが掲載されていますので、対応ページをご参
照ください。ストレートネジ（平行ねじ）の圧力センサ、ア
ダプタは圧力のシールに、シールリングを使用することにご
注意ください。

一方、パイプネジアダプタは、テーパねじ状になっており、
ねじ部自身で圧力をシールします。

圧力センサの受圧面の位置調整は、平行ねじおよびシールリ
ングを使用した取り付けにより可能になります。パイプネジ
により取り付けは、センサの深さの精度良い位置調整は不可
能です。これは、圧力のシールが要求されたネジのかみ合い
に到達するまで、テ－パねじ穴に対して進行方向にネジ止め
することで行われるためです。しかしながら、パイプネジの
取り付け穴の加工は、平行ネジよりも簡単です。パイプネジ
による取り付けは、一部の汎用的な圧力計測に適しています。
ただし、パイプネジのピッチはすべてインチで規定されてい
ることにご注意ください。

熱衝撃について
自動車用エンジンの筒内圧、弾道圧、フリーフィールドでの
爆風圧などでは、パルス圧力に伴って熱衝撃が発生する可能
性があります。熱衝撃は、爆発による輻射熱、センサのダイ
ヤフラムを通過する高温の気体の流れからの熱、あるいは高
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温の液体からの伝熱などのような形態を取ります。

実際、すべの圧力センサは、熱衝撃に対して敏感だと言えま
す。熱が、ダイヤフラムの外側のハウジングに内蔵された素
子を持つ圧電式圧力センサのダイヤフラムを直撃したとき、
素子の周りのケースを膨張させる恐れがあります。水晶の素
子は熱衝撃に対して顕著に敏感ではないのですが、ケースの
膨張により、素子に加わるプリロードが減少し、通常負の信
号出力の原因となります。この影響を最小限に抑えるため、
様々な方法が用いられています。

PCBの水晶素子圧力センサには、熱による衝撃の影響を最
小限にとどめるために、内部で熱を絶縁する構造が取られて
いるものがあります。ダイヤフラムがバッフル（流れを調節
する構造）構造を取るものもあります。もっとも周波数応答
の高いモデルは、熱衝撃の影響を緩和するために、ダイヤフ
ラムの熱保護のためのコーティング、リセスマウント、ある
いはこの両方の対策が必要な場合があります。

ダイヤフラムのコーティング剤として、リセスマウントの穴
を埋めるために用いるシリコングリース、シリコンRTVゴ
ム、ビニール電気テープ、セラミックなどが挙げられます。
RTVとテープは、消耗的に使用され、セラミックコーティ
ングは腐食性ガスや粒子の衝突からダイヤフラムを保護する
ために用いられます。一部の PCB圧力センサには水晶以外
の圧電体が用いられています。トルマリンは熱衝撃に敏感で
すが、衝撃波管や水中爆発用センサに用いられています。衝
撃波管では、圧力計測の時間は通常とても短く、ビニールテ
ープの層の厚さは、熱の影響を圧力計測時間に対して遅らせ
るために十分です。水中爆発計測においては、水中での熱伝
播はそれほど問題にはなりません。

圧力センサの仕様に記載されている「温度係数」は、熱衝撃
の影響とは関連しないことにご注意ください。温度係数は、
センサ周辺の静的な温度に比例したセンサ感度の変化に関係
します。残念ながら、熱衝撃の影響は簡単に定量化できない
ため、より良い計測データを確実に取得するためには、上記
のいずれかの方法を用いて対処、もしくは影響を最小にする
必要があります。

ケーブルに対する考察および定電流レベル
長いケーブルの使用は、ケーブルの容量に対して十分な電流
が供給できない場合、高周波応答に影響を与え、信号のノイ
ズ、ひずみの原因になる恐れがあります。

ノイズがケーブル長と関連する電荷出力モードの系と違っ
て、ICP® センサは、高電圧かつ悪環境下での長いケーブル
の使用に適し た低インピーダンスの出力を行います。ICP®
方式のセンサがノイズをもたらさない一方で、ケーブルの容
量負荷は、供給電流およびセンサの出力インピーダンスに依
存して高周波域の信号をひずませたり、フィルタリングする
ことがあります。

図12　長い延長ケーブルによる結線図

データ読取装置

BNCコネクタ

ICP® 圧力センサ 標準コネクタ付
長い延長ケーブル

短いアダプタ
ケーブル（1m）

電源

一般的に、10ｋ Hz 以下の低域では、この信号のひずみは
問題になりません。しかしながら、もっと高い周波数帯域で
の振動や、30m以上の長さのケーブルによる衝撃や過渡現
象の計測は、信号をひずませる恐れがあります。与えられた
ケーブル長の伝送可能な最大周波数は、以下の式のように、
ケーブル容量および、シグナルコンディショナから供給され
る電流と信号のピーク電圧の比の関数となります。

 
fmax　＝

 109

  2πCV /（Ic-1）

ここで、

　fmax ＝最大周波数　（Hz）
　C ＝ケーブル容量　（pF）
　V ＝センサからの最大ピーク出力（V）
　Ic ＝シグナルコンディショナからの定電流　（mA）
　109 ＝単位を揃えるためのスケーリングファクター

上の式で、センサに供給されるトータルの電流値 Ic から
1mA減少している点に注意してください。これは内部回路
への電源供給による補正のために起るものです。センサの内
部回路によってはこの電流消費が 1mVより大きいものや、
小さいものがあります。使用するシグナルコンディショナの
電流供給値を製造元に確認してください。長いケーブルを使
用する場合、先の式より、ケーブル長、ピーク電圧出力また
は最大周波数の値が増加するほど信号を駆動させるための定
電流値を増加させなければいけないことがわかります。
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次のページの計算図表より ICP® 計測システムにおける計測
可能な最大周波数が、簡便に求まリます。このとき、最大の
ピーク信号電圧の振幅、ケーブル容量、定電流の値が既知で
なければなりません。たとえば 30pF/ft の容量を持つ
100ft（約 30m）のケーブルを駆動する場合、このケーブ
ルのトータルの容量は 3,000pF となります。この値は図表
の斜めの線上に見つけることができます。センサが最大 5V
の出力レンジで駆動すること、定電流シグナルコンディショ
ナが2mAに設定されていることから、縦軸の比の値は5と
算出されます。トータルのケーブル容量とこの比の値の交点
から、最大周波数は約10.2kHzとなります。この図表からは、
それぞれの点での周波数振幅応答が平坦なのか、上がるのか、
下がるのかはわかりません。予防策として、一般的にこの図
表で規定される周波数を計測希望する周波数のおよそ1.5 ～
2倍になるように、センサに供給する定電流値を（可能なら
ば、最大許容量以下のの範囲で）上げるのが良いでしょう。
高い電流で駆動させるほど、電池式のシグナルコンディショ
ナの消耗が早くなることにご注意ください。また、ケーブル
で消耗されない電流はすべてセンサの内部回路の駆動のため
に流れ込み、熱を発生します。これによりセンサがスペック
で規定する最大温度を越える恐れがあります。以上より、短
いケーブルの使用時や、温度上昇時の試験で過剰な電流を流
さないでください。

長いケーブルの実験的試験
長いケーブルの影響をより正確に定義するために、高周波の
電気的特性を実験的に計測することをおすすめします。

図13　長いケーブルによる試験

センサシュミレータが
アンプ内蔵センサの
代わりとなります データ読取装置信号に直列接続され
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可変抵抗
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もしくは同じ回路

定電流電源／
シグナルコンディショナ
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（>100ft または >30m）

図 13 に示した方法は、接続した標準の信号発生器から、
ICP® センサに直列に接続するための、単一ゲインの低い出
力インピーダンス（<5Ω）のアンプに入力した出力を接続す
ることにより行うものです。非常に低いインピーダンスは、
信号発生器よびアンプをこの系から取り外したときの抵抗値
の変化を最小限にするために必要です。

この系の周波数および振幅応答をチェックするために、信号
発生器を希望する計測信号の最大の振幅を出力するように設
定します。信号発生器からの出力の振幅と、読取装置（オシ
ロスコープ）で表示される振幅の比を計算します。もし、こ
の比が1:1 ならば、この系は使用する試験では十分な性能を
持ちます（必要ならば、シグナルコンディショナや読取装置
の各ゲインを確認してください）。もしも出力信号レベルが
上がっていたら（たとえば 1:1.3）、信号を減衰させるため
に直列抵抗を接続してください。100Ωの可変抵抗は、補
正のための抵抗値を設定するのに便利です。この場合にのみ
抵抗の付加が必要となります。もしも信号が下がっていた場
合（例えば 1:0.75）、定電流レベルを上げるか、ケーブル容
量を減らさなければなりません。

このケーブルの試験中に、実際のデータ収録時の状況を考慮
して、実際と同様にケーブルを物理的に敷設しなければなら
ないかもしれません。これにより、ケーブルの敷設時の取り
回し形状に一部起因するケーブルの誘導効果を補正できま
す。
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タC= ケーブル容量 （pF）  Ic= シグナルコンディショナからの定電流 （mA）

V= センサからの最大ピーク出力（V）  109= 単位を揃えるためのスケーリングファクター

fmax = 最大周波数（Hz）

周波数 （Hz）

V
Ic - 1

センサからの
最大電圧と
供給可能な
定電流値の比
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