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Unisens®　先端径：φ6mm
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※データシートの記載内容は予告なく変更される場合がございます。　購入時には日本キスラー(株)までお問合せください。

　〒108-0022 東京都港区海岸3-20-20 　ヨコソーレインボータワー1F           TEL（03）3769-9501 　FAX(03)3769-9500
                              e-mail:  sales.jp@kistler.com

型式 6152A...

技術データ

測定範囲 bar 0 ～ 2,000
過負荷 bar 2 ,500
感度 pC/bar ‒9.4
直線性（全範囲） % FSO ±1
使用温度範囲 
 金型 (センサ、ケーブル)
 6152AA.../A...E/AA.../AC... °C 200
 6152AB.../AD... °C 300
 溶融樹脂 (センサ先端) °C <450
 コネクタ °C 0 ～ 200*
感度の温度係数 
 20 °Cの時 Ω >1013

 200 °Cの時 Ω >1012

*　金型温度が異常に上昇した場合でも240℃まではセンサは損傷し 
　 ませんが測定誤差が大きくなります。

水晶圧電式型内圧センサ6152Aシリーズは、プラスチック射
出成形の型内圧を最高2,000barまで測定します。先端にダ
イヤフラムがないので、金型内面形状に合わせて最大0.5mm
まで加工できます。接続ケーブルは交換可能です。

• 産業用に最適
• 先端加工最大0.5mmまで可能
 （先端コーティングタイプは除く）
• ケーブル交換可能

概要
6152A...は水晶圧電式センサ6157B...にアダプタを付加し
たものです。6157BA...の直径は、約10ミクロンのギャップで
アダプタに収まっており、型内の圧力を直接受けて水晶素子
に伝達すると、圧力に正確に比例した電荷が発生します。この
電荷はチャージアンプ（別売）によって電圧に変換されます。
部品にはすべて耐食性の材質を使用しています。
ケーブルは密封され、コネクタ部は耐飛沫加工が施されてい
ます。

アプリケーション
ダイヤフラムを持たない堅牢な構造で、プラスチック射出成形
の型内圧を2,000barまで測定します。熱可塑性樹脂、エラス
トマ、熱硬化性樹脂、およびSMCの成形の監視と制御に最適
です。
グラスまたはカーボンファイバなどのフィラー入り樹脂、熱硬
化性樹脂、SMCなど研磨性の材料の場合は、先端に硬質コー
ティングを施した6152AC...または6152AD...をお勧めしま
す。
また、熱硬化性樹脂やエポキシなど低粘土の材料の場合は、
センサとアダプタの間のギャップにシリコンを充填して材料の
侵入を防止した6152AAA...または6152ACA...を使用して
ください。

注意
このセンサは、水や油などの液体およびガスの圧力測定には
使用できません。

Patent No. US 6,212,963
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6152AA.../AC...
使用できる金型温度の上限は200℃です。金型温度が異常に
上昇した場合でも240℃まではセンサは損傷しませんが測定
誤差が大きくなります。センサ先端の感圧部は400℃の溶融
温度に耐えます。
6152AA...に先端コーティング加工   6152AC...
6152AA...にシリコン充填加工   6152AAA...
6152AC...にシリコン充填加工  6152ACA...

6152AB.../AD...
金属メッシュで保護されたカプトン絶縁ケーブルを採用してお
り、使用できる金型温度の上限が300℃です。センサの先端
部の感圧部は400℃強の溶融温度に耐えます。
6152AB...に先端コーティング加工   6152AD...

6152ABおよび6152AD...には、シリコン充填加工仕様はあ
りません。

取付
通常は取付ナット6453を使用しますが、スリーブ（お客様手配
品）による取付けも可能です。
センサ先端はキャビティ面の一部となりますので、成形品に
マークが残るのを防ぐため、金型に取付けた後に仕上げ加工し
ます。削りシロは0.5mmです。ただし、先端をコーティングした
6152AC...および6152AD...は加工できません。詳細は取扱
説明書を参照してください。
芯出しは取付穴6H7とのはめ合いによって行います。
コネクタは、不注意による破損を防ぐため、付属の取付プレー
ト型式3.520.328（図5参照）で金型の適当な場所に固定して
ください。同じく付属品の識別ラベル型式3.520.899にセンサ
の型名と感度が表示してあります（図7参照）。コネクタの近く
に貼付しておくと便利です。

型式 6152AA.../AC...

型式 6152AB.../AD...
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測定システム　
センサ型式 6152A...およびチャージアンプ構成図

図 2: センサ型式6152A... および CoMo® Injection 型式 2869B...

 
 4チャンネル用ケーブル 型式1995A... およびコネクタ 1708Ｂ...  8チャンネル用ケーブル1997Ａ...およびコネクタ1710Ｂ...
 型式  2869B0xx / 2869B1xx  型式  2869B2xx / 2869B3xx

図1: センサ 型式 6152A... および　チャージアンプ 型式5155A...

 
 ケーブル型式1661A... (BNC コネクタ)  ケーブル1662A...（TNCコネクタ）
 型式　5155Axx2x / 5155Axx4x / 5155Axx8x / 型式　5155Axx1x / 5155Axx3x / 5155Axx7x
 　　　5155AxxBx / 5155AxxDx 　　　5155AxxAx / 5155AxxCx
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図５：　取付プレート　型式3.520.328（標準付属品）

図３：　取付ナット6453による取付

図６：　金型形状に合わせたセンサ先端加工
　　　（型式 6152AA... および 6152AB... )
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図７： 金型に取付けたセンサ、接続ケーブル、
　　　 コネクタ取付プレート　型式3.520.328（標準付属品）
　　　 識別ラベル　型式3.520.899（標準付属品）

図４：　スリーブ　型式6462による取付

厚み 1 mm

図8: 　コネクタ　型式1839

取付例
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※本データシート全部または一部を、無断で複写・複製することは法律で禁止されています。 2015年5月作成

標準付属品 　   型式
• 取付ナット    6453
• 取付プレート(ケーブル付きタイプのみ) 3.520.328
• 識別プレート    3.520.899
• コネクタ (シングルワイヤ使用の場合) 1839
• シングルワイヤケーブル　長さ1.5 m 1666A1
•  (シングルワイヤ使用のセンサのみ） 
• シングルワイヤケーブル　長さ5 m  1666A3
•  (シングルワイヤ使用のセンサのみ） 

アクセサリ（別途発注ください）  型式 
• 延長ケーブル　（BNCコネクタ） 
  長さ 2 m   1661A2  
  長さ 5 m   1661A5
  長さ 10m   1661A10
• 延長ケーブル　（TNCコネクタ）
  長さ 2 m   1662A2
  長さ 5 m   1662A5
  長さ 10m   1662A10
• スペーサスリーブ   6462
• 4チャンネル用コネクタ   1708
 (型式6152A...GおよびG1用）  
• 8チャンネル用コネクタ   1710
 (型式6152A...GおよびG1用）
• ダミー    6552
• O-リング、 ø2.5x0.65 mm  1100A57
 (型式6152AAE用) 
• O-リング、 ø2.5x0.65 mm  1100A67
 (型式 6152ABE用)

取付け用アクセサリ（別途発注ください）
• ソケットレンチ    1383
• 着脱工具    1315A
• 取付ナット    1352
• タップ　M12x1   1355
• コネクタ取付ピース   1401

発注コード 型式 6152A     

センサ
～ 200 °C A
～ 300 °C B
～ 200 °C、 センサ先端コーティング加工 C
～ 300 °C、 センサ先端コーティング加工 D

シリコン充填加工 A
(型式 6152AA... および 
6152AC...のみ加工可能)

ケーブル
同軸ケーブル　長さ(m) sp
(型式6152AB...および6152AD...は、
標準は0.4mのみ、指定長さ製作可能） 
シングルワイヤケーブル 　長さ：1.5m E 
型式 6152AA...および6152AC... 用のみ
シングルワイヤケーブル　長さ：5m E1
型式 6152AA...および 6152AC... 用
シングルワイヤケーブル　長さ：1.5m G
コネクタ（1839）なし
シングルワイヤケーブル　長さ：5m G1 
コネクタ（1839）なし


