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型内圧センサ

型内圧力センサ型式6157Bシリーズは、プラスチック
射出成形の型内圧を最高2000barまで測定します。
先端にダイヤフラムがないので、金型内面の形状に
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。

圧力センサ6157BA...
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℃強の溶融樹脂温度に耐えます。

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。

技術データ： 6157BA...
測定範囲      bar    0～2000
過負荷      bar    2500
感度      pC/bar    －9.4
直線性（全範囲）     %FSO    ≦±1
固有振動数     kHz    ≒100
加速度感度     bar/G    ＜0.005
使用温度範囲 金型   ℃    0～200
  溶融樹脂   ℃    ＜450
感度の温度係数     %/℃    ±0.01
キャパシタンス（6157BA0.4)   pF    ≒50

絶縁抵抗   20℃   Ω    1013

  200℃   Ω    1012

重量（6157BA0.4）    g    25

1bar=105 Pa=105 N・m-2 =1.0197...kgf/cm2、　1G=9.80665m・s-2
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型式 6157B...
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圧力センサ  6157BB...
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。
センサ先端の感圧部は400℃強の溶融樹脂温度に耐えます。

技術データ: 6157BB...

Hex.11

測定範囲     bar     0～2000

過負荷      bar     2500

感度      pC/bar     -9.4　(*

直線性（全範囲）    %FSO     ≦±1

固有振動数     kHz     ≒100

使用温度範囲  金型   ℃     0～300

   溶融樹脂  ℃     ＜450

   コネクタ  ℃     0～200

感度の温度係数     %/℃     ±0.01

キャパシタンス（6157BB0.4）   pF     ≒50

絶縁抵抗  20℃   Ω     1013

   300℃   Ω     1012

重量（6157BB0.4）    g     26

(*　150℃以上での感度は、納入時に添付の較正表に表示します。

1bar=105 Pa=105 N・m-2 =1.0197...kgf/cm2、　1G=9.80665m・s-2
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取付
通常は取付ナット型式6457を使用しますが、スリーブ
型式6459による取付も可能です。

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には、金型に取り付けた後に仕上
げ加工します。削りシロは0.5mmです。ただし、先端に
コーティングした6157BC...または6157BD...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。

センサの心出しの基準は、取付穴のφ4H7部です。
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3. 520. 328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には、センサの型式と感度が表
示してあります。コネクタの近くに貼付しておくと便利で
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2000bar までの型内圧を測定します。熱可塑性樹
脂、エラストマ、熱硬化性樹脂、SMCの射出成形の監視と
制御（オープンおよびクローズド・ループ）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6157BC...または6157BD...をお勧め
します。

アクセサリ
・Oリング  6157BA../BC...用   1100A57
  φ2.5ｘ0.65
・ Oリング  6157BB.../BD...用   1100A67
・延長ケーブル(金属フレキホース保護)Fischer-BNCp
  長さ 2m    1661A2
   5m    1661A5
・ 延長ケーブル Fischer-BNCp
  長さ  2m    1667A2
   5m    1667A5
・ コネクタ取付ブロック    1401
・ センサダミー     6545
・ スリーブ      6459
・ ソケットレンチ     1383
・ 着脱工具      1315A
・ 取付穴加工用アクセサリセット   1300A81
  段付ドリル（φ7.2/φ3.85)  5.210.156
  面取工具    5.210.158
  ドリル（φ10）   5.210.159
  リーマ（φ4H7）   5.210.160
  タップ（M8ｘ0.75)   5.210.161
  座面仕上げ工具   7.110.296
  ソケットレンチ   5.210.118
  ラップ棒    7.110.298
  限界ゲージ（φ4H7）   5.210.162
  検査冶具    7.110.300
  クランプ    3.050.175
  レンチ（Hex.4/Hex.5）   5.210.164

バリエーション
耐磨耗性コーティング
・6157BC...　(6157BA...にコーティング）
・6157BD...　(6157BB...にコーティング）

概要
6157B. . . の先端径は4mmです。
Oリングの機能は、取付穴との間に生じる10ミクロン
以下のギャップのシールとセンサの心出しです。

センサの先端が型内の圧力を直接受けてクォーツ素子に
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。
部品には全て耐食性の材質を使用しています。

標準付属品
・取付ナット    6457
・コネクタ取付プレート  3. 520. 328
・識別ラベル    3. 520. 434
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min.φ10.5
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図4. 　金型に取り付けたセンサ、接続ケーブル、コネクタ取付プレート、識別ラベル

図1.
取付ナット型式6457による取付け

図2.
スリーブ型式6459による取付け

図3.
金型形状に合わせたセンサ先端加工例
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