
小型タイプ　φ3.5×5.85×2.5(H)mm

Super miniature type　φ3.5×5.85×2.5（H） mm

高温タイプ MAX250℃
小型 3 軸タイプ　8×7×5.5(H)mm

High temperature resistance type MAX250℃
Miniature and Triaxial type　8×7×5.5(H)mm

加速度 MAX100,000m/s2

Maximum acceleration  100,000m/s2

圧電型加速度センサ
Piezoelectric Acceleration sensor
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圧電型加速度センサ
Piezoelectric 
Acceleration sensor

外観図
Outline view
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形式  Model AEC-0403 AEC-TX-6137 AEC-2009 AEC-CT-51

特長  Features
超小型・軽量

Super miniature light
weight type

3 方向・小型・軽量
Triaxial lightweight 

direction

超小型・軽量
Super miniature light

weight type

軽量・高感度
Light weight high 

sensitivity

構造  Structure シェア
Share type

シェア
Share type

シェア
Share type

ベンディング
Bending type

電荷感度 [pC/m/s2 ]
Charge sensitivity 0.035 0.061 0.17 1.84

共振周波数 [ kHz ]
Resonance frequency [kHz] 60 60 46 ±5 5

使用周波数 [ kHz ]
Operating frequency [kHz] 20 ±3dB 12 ±3dB 18 ±3dB 2 ±3dB

静電容量 [ pF ]
Electric capacitance [pF] 470 650 640 1800

最大加速度 [m/s2 ] ※ 1

Maximum acceleration 100000 5000 10000 5000

絶縁抵抗値 [MΩ ]
Insulation resistance 
[MΩ ]

10000 20000 10000 10000

使用温度 [ ℃ ]
Operating 
temperature [℃ ]

－ 50 ～ 160 － 50 ～ 160 － 50 ～ 160 － 20 ～ 120

重量 [g]  Weight [g] 0.2 3.7 0.8 1.3

材質  Materials チタン
Titanium

チタン
Titanium

チタン
Titanium

ステンレス
Stainless

固定方法  Fixing 接着
Adhesion

接着
Adhesion

接着
Adhesion

接着
Adhesion

使用ケーブル  Cable HB-2C-002-FB HB-2C(012)-002-PH HB-2C(012)-002-PH HB-2C-002-FB

コネクタ  Connector φ 0.6 × 2m ミニチュア
Miniature C29-103R C29-103R φ 1.0 × 2m ミニチュア

Miniature

変換コネクタ※ 2

Conversion connector － ○ ○ －

圧電素子に圧電型セラミックを用いた加速度センサは、小型堅牢、高感度で広帯
域を特長としております。従って、低い周波数の振動加速度から衝突の様な高い
加速度の測定まで、各分野で、幅広く使用されております。
The acceleration sensor characterizes small size, durable, high 
sensitivity and wide band due to the piezoelectric ceramics.
This sensor is widely used from low frequency vibration 
acceleration to high acceleration, such as collision.

特　長 Features

電荷出力型 Charge output type

※1　1m/s2＝0.102G　　※2　CA-95を使用する場合、必要となります。
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外観図
Outline view

製造番号 Manufacturer_id
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型式:S04ZSG
Model:S04ZSG

Y軸ケーブル
Y cable

X軸ケーブル
X cable

Z軸ケーブル
Z cable

製造番号
Manufacturer_id

型式:S2ZSCG
Model:S2ZSCG
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形式  Model S04ZSG S2ZSCG AEC-5032 AEC-50H

特長  Features 小型 3 軸
Triaxial miniature

3 方向・小型・軽量
Triaxial lightweight 

direction
汎用ローコスト

Multipurpose low cost
高温タイプ

High temperature type

構造  Structure シェア
Share type

シェア
Share type

圧縮型
Compression type

圧縮型
Compression type

電荷感度 [pC/m/s2 ]
Charge sensitivity 0.04 0.16 5.0 5.0

共振周波数 [ kHz ]
Resonance frequency [kHz] 60 35 40 25

使用周波数 [ kHz ]
Operating frequency [kHz] 20 15 8 5

静電容量 [ pF ]
Electric capacitance [pF] 250 700 1000 1000

最大加速度 [m/s2 ] ※ 1

Maximum acceleration 25000 10000 16000 5000

絶縁抵抗値 [MΩ ]
Insulation resistance 
[MΩ ]

10000 10000 10000 10000

使用温度 [ ℃ ]
Operating 
temperature [℃ ]

－50 ～ 160 －20 ～ 160 － 20 ～ 150 － 20 ～ 250

重量 [g]  Weight [g] 1.2 5.2 25 35

材質  Materials チタン
Titanium

チタン
Titanium SUS SUS

固定方法  Fixing 接着
Adhesion

接着
Adhesion M6 × 1 M6 × 1

使用ケーブル  Cable HB-2C-002-PB HB-2C(012)-002-PH HB-2C-002-PB HB-2C-002-PB

コネクタ  Connector CZ320 C29-103R ミニチュア（10-32）
Miniature

ミニチュア（10-32）
Miniature

変換コネクタ※ 2

Conversion connector － ○ － －

圧電型加速度センサは振動計測用として、もっとも一般的に使用されております。
その一例として回転機械等の設備診断、ベアリング等、回転体の耐久試験、振動・騒音源の研究、衝撃試験機の加速度測定、各種機械の異常振動検知など設備診断から振動研
究まで、応用範囲も多岐にわたっております。
The acceleration sensor is generally used for vibration and acceleration measurements. For example: equipment diagnosis for rotary machines, 
durability test for bearings, research of vibration and noise source, acceleration measurement for impact tester, and detection against abnormal 
vibration of many machines.

電荷出力型 Charge output type

用途例 Application example

※ 1　1m/s2 ＝0.102G　　※2　CA-95 を使用する場合、必要となります。 Using CA-95, it is necessary.
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外観図
Outline view
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ガスケット
Gasket

M5P=0.8 深さ3.5以上
M5P=0.8depth 3.5or more

形式  Model AEC-122R PA51C SA12ZSC-TI

特長  Features 絶縁・防水
Insulation ・waterproof

小型・軽量
Miniature ・light weight

小型 3 軸
Triaxial Miniature

構造  Structure シェア
Share type

圧縮型
Compression type

圧縮型
Compression type

電圧感度 [mv/m/s2 ]
Voltage 10 5.0 10

共振周波数 [ kHz ]
Resonance frequency [kHz] 20 35 35

使用周波数 [ kHz ]
Operating frequency [kHz] 0.003 ～ 6 0.003 ～ 12 0.001 ～ 8

最大加速度 [m/s2 ] ※ 1

Maximum acceleration 350 500 400

絶縁抵抗値 [MΩ ]
Insulation resistance 
[MΩ ]

10000 10000 －

使用温度 [ ℃ ]
Operating 
temperature [℃ ]

－ 20 ～ 110 － 20 ～ 110 － 20 ～ 110

重量 [g]  Weight [g] 55 19 11.1

材質  Materials SUS SUS チタン
Titanium

固定方法  Fixing M6 × P1 M6 × P1 M5 × P0.8

使用ケーブル  Cable CX-010-AT HB-2C-002-PB
HB-2C-002-PA SA12ZSC-01B

コネクタ  Connector TNC ミニチュア（10-32）
Miniature DR-4S-4

アンプ内蔵型 Voltage output type

※1　1m/s2＝0.102G
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3
8
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101

BNC

（
2×

）φ
4
.5

（13） 

No.10-32UNF

Hex6 

中継コネクタ(ZR-ZR）
Trunk connector (ZR-ZR)

（26） 

ミニチュアコネクタ　Miniature connector

BNCコネクタ
BNC connector
プラグ
Plug

レセプタクル（ネジ No.10-32UNF）
(Screw No.10-32UNF)

変換コネクタ（BNCP-ZR）
Conversion connector (BNCP-ZR)

※1　センサ感度により測定レンジは変わります。
※1　Measuring range will be changed depending on sensor sensitivity.

φ
1
5

(26)
2000±5％

コネクタ
Connector
BNC1.5

ローノイズケーブル
Low noise cable

ミニチュアコネクタ
Miniature connector
C25-111Pφ2.3

HB-2C-002-PB

(50)
2000±5％

コネクタ
Connector
1.25Y-3N ローノイズケーブル

Low noise cable
ミニチュアコネクタ
Miniature connector

C25-111Pφ2.3

HB-2C-002-PA

（53）

（50）

ケーブルφ4.5
Cable φ4.5

φ20
防水ゴムカバー
Water proof
rubber cover

Y型圧着端子
Y model Pressure terminal

CX-010-AT（10m）
耐熱80 ℃  Thermal resistance 80℃

φ
1
1
.2

(26.4)
2000±5％

コネクタ
Connector
BNC1.7

ローノイズケーブル
Low noise cable

ミニチュアコネクタ
Miniature connector
C25-111Pφ2.3

HB-2C-002-PB1.7

φ
1
5

(26) (24)
2000±5％

コネクタ
Connector
BNC1.5

ローノイズケーブル
Low noise cable

ミニチュアジャック
Miniature jack
CZ320φ2.3

φ
6

HB-2C-002-FB

ケーブルφ4.5
Cable φ4.5

防水ゴムカバー
Water proof
rubber cover

φ20

コネクタ Connector
BNC-GP2-2.5D

コネクタ Connector
TNC

CX-010-BT（10m）
耐熱80 ℃  Thermal resistance 80℃

2000±5％

マイクロコネクタ
Micro connector
C29-104P

ローノイズケーブル
Low noise cable

ミニチュアコネクタ
Miniature connector
C25-111Pφ1.2

HB-2C(012)-002-PH

コネクタ
Connector
DP-45-1

コネクタ
Connector

赤 Red

黄 Yellow

白 White
ケーブル
Cable

ケーブル変換部
Cable

3×φ2.1

ケーブル
Cable
φ2.6

φ
７
.6 （55）

30 300±303000 +100
-50

3×BNC

φ
1
5

φ
1
5

φ
1
5

SA12ZSC-01B

※ケーブル長はオプション対応可能。
※Cable length can be changed as option.

センサケーブル Sensor cable

形式　Model CA-95-03 CA-95-04

適合センサ
Input charge 
sensitivity

圧電力型加速度センサ　0.01 ～ 110pC/m/s2

Piezoelectric Acceleration sensor  0.01 to 110pC/G

測定レンジ ※1
Measuring 
range

20m/s2、200m/s2、
2000m/s2、20000m/s2、

200000m/s2

2m/s2、20m/s2、
200m/s2、2000m/s2、

20000m/s2

周波数特性
Frequency 
response

2.5Hz ～ 20kHz/-3dB
6Hz ～ 12kHz/-0.5dB

定格出力
Operating 
voltage

4-20mA/ フルスケール（12mA 中心で8mApk）
4-20mA/FS（Output current is 12mA in center, 

and 8mApk）

電源
Power supply DC＋12V ～＋18V（30mA max）

使用温湿度範囲
Operating 
temperature

－20 ～ +60℃　30 ～ 95%RH

コネクタ Connector

オプション Option

チャージアンプ（電荷→電流出力に変換）
Charge amplifier (conversion charge into current)

2
0

11

絶縁層
Insulating
layer

M6固定ネジ
M6 Screw

マグネットホルダー　絶縁タイプ（MH-201R）
Magnet holder Insulation type (MH-201R)
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48（H）×96（W）のコンパクト設計
フリー電源 AC85 ～ 264V
集中管理システム構築可

Compact design: 48(H) X 96(w)
Free power supply: AC 85 to 264V
Constructible central control system

軸振動モニタ	 73SS-V

Axis vibration monitor : 73SS-V

加速度モニタ	 73SS-A2

Acceleration monitor : 73SS-A2

信号変換器	 DVA-03

Signal converter : DVA-03

軸位置モニタ	 73SS-D

Axis position monitor : 73SS-D

加速度モニタ	 73SS-A4

Acceleration monitor : 73SS-A4

加速度モニタ	 73SS-A3

Acceleration monitor : 73SS-A3

回転モニタ	 73RS

Tachometer : 73RS

73 Series
Equipment maintenance diagnosis monitor



94

73	Series 設備保全・診断モニタ Equipment	maintenance	diagnosis	monitor

モニタリングシステム：
Monitoring system: 73 シリーズ　73series

タービン、発電機、コンプレッサなどの回転機や機械装置の運転状態を把握する上で、振
動、変位、回転数等のモニタリングは、極めて重要な要素となります。
73 シリーズモニタは、そのシステムをローコストで構築します。
It is extremely important for monitoring of vibration, displacement, and 
rotation to ascertain the running condition of rotating machines and 
machinery such as turbines, electric generators and compressors.
The system of the monitor 73 series is formulated for low cost price

※特殊仕様及び特殊形状は、ご使用条件により異なりますのでご相談下さい。その他ご要望にも対応致します。
※Special specification and profile need to match the conditions of use. Please do not hesitate to contact us concerning your requests.

概　要 General

特　長 Features

48（H）× 96（W）のコンパクトな設計で角孔1 ケで制御盤に簡単に取り付けられます。
Compact design (48 (H) X 96 (W)), and easy to attach to the control board by placement in square hole.

見やすい大型（文字高15.4mm）のデジタル表示。
Large scale and visible digital display (character is 15.4 mm)

測定値のフルスケールを任意に設定可能。
Full scale of measuring value is determinable if desired.

自己診断機能により、センサの動作状態や取り付け位置が正常かどうかを常に確認。（73SS-V、73SS-D のみ）
Self-diagnosis function always makes operational condition and installation position of sensor confirm to be in normal or abnormal (73SS-V, 
73SS-D mode only).

供給電源はAC85 ～ 264V、50 ／ 60Hz 対応のフリー電源。（73RS はDC 電源対応可能・オプション）
Free power supply: AC 85 to 264V/ 50 to 60Hz (In case of 73RS model, able to supply DC power source: option)

出力はアナログ電流出力4 ～ 20mA。
Analog current output (4 to 20mA)

警報値の設定が簡単。
Easy to set up alarm call

実機を運転することなく動作確認が行なえるテストモードを標準装備。（73RS は除く）
Test mode is equipped as standard, which checks operation condition without running the machine. (except 73RS model ).

外　観 Outline	view

モニタ取付孔用パネルカット図

パネル厚0.6 ～ 6mm
Panel thickness 0.6 ～ 6mm92
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120以上
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DIN 規格
DIN standard

A part of panel drawings of a hole for attaching the monitor

96

4
8

10 80

取付具  Fittings

15

MVVS 3×0.5sq
φ6.4

RAV1.25-M3

圧着端子
Solderless
terminal

RAV1.25-M3

圧着端子
Solderless
terminal

（90）

L±5%

3芯シールドケーブル
3-core cable

（90）

73SS

EC-XYZ-230   
※別売品
　（optional)
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センサ群
Sensors

変換器
Converters

数十m（MAX）
Several ten meters(MAX)6m（MAX）

73SS-V

73SS-V

73SS-A

73RS

73SS-D

73SS-D

モニタ盤
Monitor panels

軸振動（X）　Axis vibration (X)

軸振動（Y）　Axis vibration (Y)

振動加速度
Vibration acceleration

回転機器
Rotary machine

軸移動　Axis movement

回転数（アンプ内蔵センサ）
Rotational speed(built-in amplifier sensor)

サンプリング周期
Sampling cycle

200msec

表示単位
Unit

V, D, A4 mm

A2, A3
m/s2 　※G 表示変換設定有り

※ Able to change unit from
m/s2 to G by function.

表示
Indication

0 ～ 9999　赤色 LED（文字高さ 15.4mm）
Red LED（Character height 15.4mm）

確度
Accuracy

表示に対して±0.3％　of　SPAN at23℃±5℃

一般仕様 General Specification

電源電圧
Supply voltage

AC100 ～ 240V　50/60Hz　消費電力 (Electricity 
consumption)13VA　max

センサ電源
Sensor power 
supply

DC18V±10％　40mA　入力と絶縁は有りません
Not insulated from input terminal
DC18V±10％　3.5mA　（73SS-A3）

動作周囲温度
Operating Temp

0 ～ 50℃

寸法・重量
Size weight

96W×48H×105D（mm)　300g

保護構造
Protection 
structure

前面操作部：IP65　リアケース：IP20　端子部：IP00
※オプション対応
Front : IP65 Rear case : IP20 Terminal : IP00
※Option

RoHS 対応
RoHS 
compliance

RoHS 指令適合
RoHS directive adaption

設置仕様 Installation Specification

出力電流
Output current

DC 4 ～ 20mA  入力とアナログ出力は絶縁されています
DC 4 ～ 20mA  Input is isolated from analog output

許容誤差
Allowable error

表示に対して 0.3％ of　SPAN　at　23℃±2℃

直線性
Linearity

0.1%of SPAN

分解能
Resolution

表示の最小桁
Minimum digit of indication

出力周期
Output cycle

表示周期に同期
Synchronized to indication cycle

出力飽和
Output 
saturation

アナログフルスケール以上＝110％出力で飽和
Over analog full scale = Saturation by 110%

出力インピーダンス
Output 
impedance

５ＭΩ 以上
５ＭΩ or more

許容負荷抵抗
Load resistance 
tolerance

0 ～ 500Ω

アナログ出力仕様 Analog output specification

共通仕様（回転計 73RS を除く） Common specification (except 73RS)
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軸振動モニタ：
Axis vibration monitor :

適合センサ：
Adopted
sensor :

73SS-V
S-06
S-10（P80、P81）

Extension Cable
延長ケーブル： EC-103-230（10m） 1 本  

Converter
変換器：  AEC-7606/7610 1 台 

Sensor cable
センサケーブル： PC-06YY(6m) 1 本 

Sensor
センサ：  S-06/S-10 1 本 

軸振動モニタ： 73SS-V 1 台
Axis vibration monitor

適合変換器：
Adopted
converters :

適合ケーブル：
Adopted cables :

PC － 06YY 

AEC-7606
7610（P82）

ME/GA MODE ME モード：変位値を表示
GA モード：センサとターゲット間の GAPを表示（GAランプ点灯）
ME mode: Indicate vibration value.
GA mode: Indicate Gap (displacement) between 

sensor and target. 
On measuring, each mode is changed to press by ME/
GA switch in front panel.

表示消灯
Indication go 
out function

設定した時間で表示を消灯
Indication goes out after programming time elapses 
since the key operation has finished.

RESET RESET 短絡により比較出力・比較表示の保持可能
When RESET terminal is connected with COM 
terminal, comparative power and indication become 
self-holding. If the switch is installed between RESET 
and COM terminal, the remote reset becomes 
available.

テストモード
TEST MODE

設定した表示・アナログ出力・比較出力が可能（TE ランプ点灯）
Setting the sham input signal which is used for 
checking the comparative relay output.

センサ
Sensor

変換器
Converter

振動データ出力 Vibration level output 

警報出力　Alarm output

電源入力　Power input

センサケーブル
Sensor cable 延長ケーブル

Extension cable

軸振動モニタ
Axis vibration monitor

※ケーブル長、フィルター特性等はオプション対応可能。
※Acceptable for use with cable length and filter characteristics

非接触センサ（GAP-SENSOR）を使用した振動監視システムです。
This vibration monitoring system is composed by non-contact 
GAP-SENSOR

タービン・発電機・コンプレッサなどの回転機械の軸振動監視に採用されています。
This system is used for monitoring of turbines, generators, 
compressors.

各種設定はパネル面から簡単に出来ます。
Easy setting on the front panel

設定振幅値を超える振動が発生した場合、警報信号を出力します。
If the monitored vibration value is beyond the previously set 
values, the monitor outputs relay contact points for alarm.

センサ用電源はモニタに内蔵しています。
A built-in power supply for sensor is located within the monitor

警報出力は2点（HH・HI）独立設定です。
Alarm outputs are 2point(HH・HI) individual settings.

警報遅延時間の設定、警報値の設定が前面で出来ます。
The front panel permits the alarm delay time to set, and the alarm 
value to set.

GAP-SENSOR とモニタ間は、延長ケーブルで数十メートルの延長が可能。
Able to extension cable as long as several ten meters in between 
the gap-sensor and monitor.

常時振動を0（ゼロ）として演算するカットオフ機能付
Equipped with a cut off function to calibrate the ordinary vibration 
to zero.

※出力仕様、一般仕様、設置仕様はP95をご参照下さい。
※See general, output and installation specification on P95.

特　長 Features

構　成 System

仕　様 Specifications

入力レベル
Input level 1-5V

応答速度
Responding speed

70Hz ～ 10kHz
※オプション (option)：3Hz ～ 10kHz・3Hz ～ 2kHz

入力仕様 Input Specifications

設定範囲
Setting range

0 ～ 9999  表示データに対して比較判定します。また表示周
期に追従します。
0 to 9999 This instrument makes a comparative decision 
to indication data. Output data follows indication frequency.

設定方式
Setting method

設定モードにて　上限比較方式　2 点独立設定（HH,HI）イコー
ル NG 判定
Upper and lower limitation comparative method in 
setting mode. 2 points (HH, HI) individual set up. 
Equal NG decision.

比較表示
Comparative 
indication

LED 表示 HH、HI（赤色）
LED indication HH,HI(red)

比較出力
Comparative 
power

リレー接点出力　HH、HI　各 1ｃ接点　電気的寿命　3 万回
接点容量 … AC250V　0.2A　抵抗負荷

DC　30V　0.2A　抵抗負荷
Output of relay contact points. HH and HI each 1c 
contact points. 
Electric life time 30000 times.
Contact point capacity :  AC 250V 0.2A load 
resistance DC 30V 0.2A Load resistance.

出力ディレイ
Output delay

0 ～ 99.9 秒、前面キーより0.1 秒ステップで任意設定　比較
出力 2 点共通設定
0 to 99.9s. Delay time is arbitrarily set every 0.1s 
step by a key on the front.

PU.NG 入力 1-5V 以外で動作　PU.NG 動作時は比較接点動作を禁止
リレー接点出力　1ｃ接点　電気的寿命　３万回
接点容量 … AC250V　0.2A　抵抗負荷

DC　30V　0.2A　抵抗負荷
Output of relay contact points HH and HI each 1c 
contact points. 
Electric life time 30000 times.
Contact point capacity :  AC 250V 0.2A load 
resistance DC 30V 0.2A Load resistance.

比較出力仕様 Comparative output specifications

その他の機能 Other
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軸位置モニタ：
Axis position monitor :

適合センサ：
Adopted
sensor :

73SS-D
S-06
S-10（P80、P81）

Extension Cable
延長ケーブル： EC-103-230（10m） 1 本  

Converter
変換器：  AEC-7606/7610 1 台 

Sensor cable
センサケーブル： PC-06YY(6m) 1 本 

Sensor
センサ：  S-06/S-10 1 本 

軸位置モニタ： 73SS-D 1 台 
Axis position monitor

適合変換器：
Adopted
converters :

適合ケーブル：
Adopted cables :

PC － 06YY

AEC-7606
7610（P82）

センサ  Sensor

変換器
Converter

変位データ出力　Displacement data output 

警報出力　Alarm output

電源入力　Power input

センサケーブル
Sensor cable

延長ケーブル
Extension cable

軸位置モニタ
Axis position monitor

※ケーブル長、フィルター特性等はオプション対応可能。
※ Acceptable for use with cable length and filter characteristics

非接触センサ（GAP-SENSOR）を使用した軸位置監視システムです。
This axis position monitoring system is composed by non-contact 
GAP-SENSOR.

タービン・発電機・コンプレッサなどの回転機械の軸位置監視に採用されています。
This system is used for monitoring of turbines, generators, 
compressors.

各種設定はパネル面から簡単に出来ます。
Easy setting on the front panel

設定値を超える変位が発生した場合、警報信号を出力します。
If the monitored displacement value is beyond the previously set 
values, the monitor outputs relay contact points for alarm.

センサ用電源はモニタに内蔵しています。
A built-in power supply for sensor is located within the monitor

警報出力は4点（HH・HI・LL・LO）独立設定です。
Alarm outputs are 4point（HH・HI・LL・LO） individual settings.

警報遅延時間の設定、警報値の設定が前面で出来ます。
The front panel the alarm delay time to set, and the alarm value to 
set.

GAP-SENSOR とモニタ間は、延長ケーブルで数十メートルの延長が可能。
Able to extension cable as long as several ten meters in between 
the gap-sensor and monitor.

SHIFT機能で現在の表示値を任意の値に変更できます。
Indication value is able to be changed to arbitrary value by SHIFT 
function.

特　長 Features

構　成 System

仕　様 Specifications

入力レベル
Input level 1-5V

入力仕様 Input Specifications

設定範囲
Setting range

0 ～ 9999  表示データに対して比較判定します。また表示周
期に追従します。
0 to 9999 This instrument makes a comparative decision 
to indication data. Output data follows indication frequency.

設定方式
Setting method

設定モードにて　上下限比較方式　4点独立設定（HH, HI上限、
LL, LO 下限）イコール NG 判定
Upper and lower limitation comparative method in 
setting mode. 4 points (HH, HI, LL, LO) individual set 
up. Equal NG decision.

比較表示
Comparative 
indication

LED 表示 HH、HI、LL、LO（赤色）
LED indication HH, HI, LL, LO(red)

比較出力
Comparative 
power

リレー接点出力　HH/LL、HI/LO　各 1ｃ接点
電気的寿命　3 万回
接点容量 … AC250V　0.2A　抵抗負荷

DC　30V　0.2A　抵抗負荷
Output of relay contact points. HH/LL and HI/LO each 
1c contact points. 
Electric life time 30000 times.
Contact point capacity :  AC 250V 0.2A load 
resistance DC 30V 0.2A Load resistance.

出力ディレイ
Output delay

0 ～ 99.9 秒、前面キーより0.1 秒ステップで任意設定　比較
出力 2 点共通設定
0 to 99.9s. Delay time is arbitrarily set every 0.1s 
step by a key on the front.

PU.NG 入力 1-5V 以外で動作　PU.NG 動作時は比較接点動作を禁止
リレー接点出力　1ｃ接点　電気的寿命　３万回
接点容量 … AC250V　0.2A　抵抗負荷

DC　30V　0.2A　抵抗負荷
Output of relay contact points HH and HI each 1c contact points. 
Electric life time 30000 times.
Contact point capacity :  AC 250V 0.2A load 
resistance DC 30V 0.2A Load resistance.

比較出力仕様 Comparative output specifications

ME/GA MODE ME モード：変位値を表示
GA モード：センサとターゲット間の GAPを表示（GAランプ点灯）
測定中表面の ME/GA スイッチにて切り替え
ME mode : Indicate vibration value.
GA mode : Indicate Gap (displacement) between 

sensor and target. 
On measuring, each mode is changed to press by ME/
GA switch in front panel.

表示消灯
Indication go 
out function

設定した時間で表示を消灯
Indication goes out after programming time elapses 
since the key operation has finished.

RESET RESET 短絡により比較出力比較表示の保持可能
オープンで解除。スイッチにより遠隔操作可
When RESET terminal is connected with COM 
terminal, comparative power and indication become 
self-holding. If the switch is installed between RESET 
and COM terminal, the remote reset becomes 
available.

テストモード
TEST MODE

設定した表示・アナログ出力・比較出力が可能（TE ランプ点灯）
Setting the sham input signal which is used for 
checking the comparative relay output.

SHIFT 現在の表示値を任意の値に変更できます。
Indication value is able to be changed to arbitrary value.

その他の機能 Other

※出力仕様、一般仕様、設置仕様はP95をご参照下さい。
※See general, output and installation specification on P95.
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加速度センサ
Acceleration sensor

チャージアンプ
Charge amplifier

振動データ出力　Acceleration level output

警報出力　Alarm output

電源入力　Power input

センサケーブル
Sensor cable

延長ケーブル
Extensioncable

加速度モニタ
Acceleration monitor

※ケーブル長、フィルター特性等はオプション対応可能。
※Acceptable for use with cable length and filter characteristics

Extension Cable
延長ケーブル： EC-103-230 1 本  

Charge amplifier
チャージアンプ：  CA-95-03/04 1 台

Sensor cable
センサケーブル： HB-2C-002-PB 1 本

Acceleration sensor
加速度センサ：  （例：AEC-5032） 1 本

加速度モニタ： 73SS-A2 1 台 
Acceleration monitor

加速度モニタ：
Acceleration monitor :

適合センサ：
Adopted
sensor :

73SS-A2
AEC-5032

（P89）
適合変換器：
Adopted
converters :

適合ケーブル：
Adopted cables :

HB-2C-002-PB
（P91）

CA-95-03/04
（P91）

加速度センサを使用した振動監視システムです。
This vibration monitoring system is composed by accelerometer.

タービン・発電機・コンプレッサ・ベアリングテスターなどの振動監視に採用されて
います。
This system is used for monitoring of turbines, generators, 
compressors, bearing testers.

各種設定はパネル面から簡単に出来ます。
Easy setting on the front panel.

設定値を超える振動値が発生した場合、警報信号を出力します。
If the monitored vibration value is beyond the previously set 
values, the monitor outputs relay contact points for alarm. 

センサ用電源はモニタに内蔵しています。
A built-in power supply for sensor is located within the monitor

警報出力は2点（HH・HI）独立設定です。
Alarm outputs are 2point(HH・HI) individual settings.

警報遅延時間の設定、警報値の設定が前面で出来ます。
The front panel permits the alarm delay time to set, and the alarm 
value to set.

チャージアンプとモニタ間は、延長ケーブルで数十メートルの延長が可能。
Able to extension cable as long as several ten meters in between 
the gap-sensor and monitor.

現状値を0（ゼロ）として演算するカットオフ機能付
Equipped with a function to calibrate the ordinary vibration to zero.

特　長 Features

仕　様 Specifications

入力レベル
Input level 4-20mA　　　　200・2000m/s2 

応答速度
Responding speed

70Hz ～ 10kHz
※オプション (option)：3Hz ～ 10kHz・3Hz ～ 2kHz

入力仕様 Input Specifications

設定範囲
Setting range

0 ～ 9999  表示データに対して比較判定します。また表示周
期に追従します。
0 to 9999 This instrument makes a comparative decision 
to indication data. Output data follows indication frequency.

設定方式
Setting method

設定モードにて　上限比較方式　2 点独立設定（HH,HI）イコー
ル NG 判定
Upper and lower limitation comparative method in 
setting mode. 2 points (HH, HI) individual set up. 
Equal NG decision.

比較表示
Comparative 
indication

LED 表示 HH、HI（赤色）
LED indication HH,HI(red)

比較出力
Comparative 
power

リレー接点出力　HH、HI　各 1ｃ接点　電気的寿命　3 万回
接点容量 … AC250V　0.2A　抵抗負荷

DC　30V　0.2A　抵抗負荷
Output of relay contact points. HH and HI each 1c 
contact points. 
Electric life time 30000 times.
Contact point capacity :  AC 250V 0.2A load 
resistance DC 30V 0.2A Load resistance.

出力ディレイ
Output delay

0 ～ 99.9 秒、前面キーより0.1 秒ステップで任意設定　比較
出力 2 点共通設定
0 to 99.9s. Delay time is arbitrarily set every 0.1s 
step by a key on the front.

PU.NG 入力 4-20mA 以外で動作　PU.NG 動作時は比較接点動作を禁止
リレー接点出力　1ｃ接点　電気的寿命　３万回
接点容量 … AC250V　0.2A　抵抗負荷

DC　30V　0.2A　抵抗負荷
Output of relay contact points HH and HI each 1c 
contact points. 
Electric life time 30000 times.
Contact point capacity :  AC 250V 0.2A load 
resistance DC 30V 0.2A Load resistance.

比較出力仕様 Comparative output specifications

表示消灯
Indication go 
out function

設定した時間で表示を消灯
Indication goes out after programming time elapses 
since the key operation has finished.

RESET RESET 端子短絡により比較出力・比較表示の保持可能
オープンで解除。スイッチにより遠隔操作可
When RESET terminal is connected with COM 
terminal, comparative power and indication become 
self-holding. If the switch is installed between RESET 
and COM terminal, the remote reset becomes 
available.

テストモード
TEST MODE

設定した表示・アナログ出力・比較出力が可能（TE ランプ点灯）
Setting the sham input signal which is used for 
checking the comparative relay output.

その他の機能 Other

構　成 System

※出力仕様、一般仕様、設置仕様はP95をご参照下さい。
※See general, output and installation specification on P95.
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加速度センサ
Acceleration sensor

センサケーブル
Sensor cable

振動データ出力　Acceleration level output

警報出力　Alarm output

電源入力　Power input

加速度モニタ
Acceleration monitor

※ケーブル長、フィルター特性等はオプション対応可能。
※Acceptable for use with cable length and filter characteristics

Sensor cable
センサケーブル： CX-010-AT（10m） 1 本

Acceleration sensor（Built-in amplifier type）
アンプ内蔵型加速度センサ：AEC-122R 1 個

加速度モニタ： 73SS-A3 1 台
Acceleration monitor

構　成 System

73SS-A3
AEC-122R（アンプ内蔵型）（P90）

適合ケーブル：
Adopted cables :

CX-010-AT（10m）（P91）

加速度センサを使用した振動監視システムです。
This vibration monitoring system is composed by accelerometer.

タービン・発電機・コンプレッサ・ベアリングテスターなどの振動監視に採用されて
います。
This system is used for monitoring of turbines, generators, 
compressors, bearing testers.

各種設定はパネル面から簡単に出来ます。
Easy setting on the front panel

設定値を超える振動値が発生した場合、警報信号を出力します。
If the monitored vibration value is beyond the previously set 
values, the monitor outputs relay contact points for alarm.

警報遅延時間の設定、警報値の設定が前面で出来ます。
The front panel permits the alarm delay time to set and alarm 
value to set.

警報出力は2点（HH・HI）独立設定です。
Alarm outputs are 2point(HH・HI) individual settings.

アンプ内蔵型センサ使用タイプなので構成がシンプルです。
built-in amplifier sensor vibration to zero.

加速度センサとモニタ間は、センサケーブルで数十メートルの延長が可能
Able to sensor cable as long as several ten meters in between the 
accelerometer and monitor.

特　長 Features

（built-in amplifier）

仕　様 Specifications

入力感度
Input sensitivity 0.156 ～ 99.99mV / (m/s2)

応答速度
Responding speed

70Hz ～ 10kHz
※オプション (option)：3Hz ～ 10kHz・3Hz ～ 2kHz

入力仕様 Input Specifications

設定範囲
Setting range

0 ～ 9999  表示データに対して比較判定します。また表示周
期に追従します。
0 to 9999 This instrument makes a comparative decision 
to indication data. Output data follows indication frequency.

設定方式
Setting method

設定モードにて　上限比較方式　2 点独立設定（HH,HI）イコー
ル NG 判定
Upper and lower limitation comparative method in 
setting mode. 2 points (HH, HI) individual set up. 
Equal NG decision.

比較表示
Comparative 
indication

LED 表示 HH、HI（赤色）
LED indication HH,HI(red)

比較出力
Comparative 
power

リレー接点出力  HH、HI　各 1ｃ接点　　電気的寿命　3 万回
接点容量 … AC250V　0.2A　抵抗負荷

DC　30V　0.2A　抵抗負荷
Output of relay contact points HH and HI each 1c 
contact points. 
Electric life time 30000 times.
Contact point capacity :  AC 250V 0.2A load 
resistance DC 30V 0.2A Load resistance.

出力ディレイ
Output delay

0 ～ 99.9 秒、前面キーより0.1 秒ステップで任意設定　比較
出力 2 点共通設定
0 to 99.9s. Delay time is arbitrarily set every 0.1s 
step by a key on the front.

PU.NG 入力 2.4-12Ｖ以外で動作　PU.NG 動作時は比較接点動作を
禁止
リレー接点出力　1c 接点　電気的寿命　３万回
接点容量 … AC250V　0.2A　抵抗負荷

DC　30V　0.2A　抵抗負荷
Output of relay contact points HH and HI each 1c 
contact points. 
Electric life time 30000 times.
Contact point capacity :  AC 250V 0.2A load 
resistance DC 30V 0.2A Load resistance.

比較出力仕様 Comparative output specifications

表示消灯
Indication go 
out function

設定した時間で表示を消灯
Indication goes out after programming time elapses 
since the key operation has finished.

RESET RESET 端子短絡により比較出力・比較表示の保持可能
オープンで解除。スイッチにより遠隔操作可
When RESET terminal is connected with COM 
terminal, comparative power and indication become 
self-holding. If the switch is installed between RESET 
and COM terminal, the remote reset becomes 
available.

テストモード
TEST MODE

設定した表示・アナログ出力・比較出力が可能（TE ランプ点灯）
Setting the sham input signal which is used for 
checking the comparative relay output.

その他の機能 Other

加速度モニタ：
Acceleration monitor :

適合センサ：
Adopted
sensor :

※出力仕様、一般仕様、設置仕様はP95をご参照下さい。
※See general, output and installation specification on P95.
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アンプ内蔵加速度センサ
Built-in amplifier sensor

信号変換器
Signal converter

振動データ出力　Acceleration level output

延長ケーブル　
Extension cable

警報出力　Alarm output

電源入力　Power input

センサケーブル
Sensor cable

加速度モニタ
Acceleration monitor

※ケーブル長、フィルター特性等はオプション対応可能。
※ Acceptable for use with cable length and filter characteristics

Extension cable 
延長ケーブル： EC-103-230（10 ｍ） 1 本

Signal converter 
信号変換器： DVA-03 1 台

Sensor cable
センサケーブル： CX-010-BT（10m） 1 本

Acceleration sensor（Built-in amplifier type）
アンプ内蔵型加速度センサ：AEC-122R 1 個

加速度モニタ： 73SS-A4 1 台 
Acceleration monitor

適合センサ：
Adopted
sensor :

73SS-A4
AEC-122R

（P90）
適合変換器：
Adopted
converters :

適合ケーブル：
Adopted cables :

CX-010-BT（10m）（P91）

DVA-03
（信号変換器）（P101）
(signal converter)

加速度センサを使用した振動監視システムです。
This vibration monitoring system is composed by accelerometer.

タービン・発電機・コンプレッサ・ベアリングテスターなどの振動監視に採用されて
います。
This system is used for monitoring of turbines, generators, 
compressors, bearing testers.

信号変換器により加速度、振幅いずれかをモニタに表示。
The monitor of the signal converter displays either acceleration,or 
amplitude signal.

設定値を超える振動値が発生した場合、警報信号を出力します。
If the monitored vibration value is beyond the previously set 
values, the monitor outputs relay contact points for alarm.

各種設定はパネル面から簡単に出来ます。
Easy settings on the front panel.

警報出力は2点（HH・HI）独立設定です。
Alarm outputs are 2point(HH・HI) individual settings.

信号変換器用電源はモニタに内蔵しています。
The power supply for the signal converter is built into the monitor.

加速度センサとモニタ間は、センサケーブルで数十メートルの延長が可能。
Able to sensor cable as long as several ten meters in between the 
accelerometer and monitor.

警報遅延時間の設定、警報値の設定が前面で出来ます。
The front panel permits the alarm delay time to set, and alarm 
value to set.

特　長 Features

仕　様 Specifications

入力レベル
Input level 4-20mA　0.1・1.0 ｍｍ

応答速度
Responding speed

70Hz ～ 10kHz
※オプション (option)：3Hz ～ 10kHz・3Hz ～ 2kHz

入力仕様 Input Specifications

設定範囲
Setting range

0 ～ 9999  表示データに対して比較判定します。また表示周
期に追従します。
0 to 9999 This instrument makes a comparative decision 
to indication data. Output data follows indication frequency.

設定方式
Setting method

設定モードにて　上限比較方式　2 点独立設定（HH,HI）イコー
ル NG 判定
Upper and lower limitation comparative method in 
setting mode. 2 points (HH, HI) individual set up. 
Equal NG decision.

比較表示
Comparative 
indication

LED 表示 HH、HI（赤色）
LED indication HH,HI(red)

比較出力
Comparative 
power

リレー接点出力  HH、HI　各 1ｃ接点　　電気的寿命　3 万回
接点容量 … AC250V　0.2A　抵抗負荷

DC　30V　0.2A　抵抗負荷
Output of relay contact points. HH and HI each 1c 
contact points. 
Electric life time 30000 times.
Contact point capacity :  AC 250V 0.2A load 
resistance DC 30V 0.2A Load resistance.

出力ディレイ
Output delay

0 ～ 99.9 秒、前面キーより0.1 秒ステップで任意設定　比較
出力 2 点共通設定
0 to 99.9s. Delay time is arbitrarily set every 0.1s 
step by a key on the front.

PU.NG 入力 4-20mA 以外で動作　PU.NG 動作時は比較接点動作を
禁止
リレー接点出力　1c 接点　電気的寿命　３万回
接点容量 … AC250V　0.2A　抵抗負荷

DC　30V　0.2A　抵抗負荷
Output of relay contact points HH and HI each 1c 
contact points. 
Electric life time 30000 times.
Contact point capacity :  AC 250V 0.2A load 
resistance DC 30V 0.2A Load resistance.

比較出力仕様 Comparative output specifications

表示消灯
Indication go 
out function

設定した時間で表示を消灯
Indication goes out after programming time elapses 
since the key operation has finished.

RESET RESET 端子短絡により比較出力・比較表示の保持可能
オープンで解除。スイッチにより遠隔操作可
When RESET terminal is connected with COM 
terminal, comparative power and indication become 
self-holding. If the switch is installed between RESET 
and COM terminal, the remote reset becomes 
available.

テストモード
TEST MODE

設定した表示・アナログ出力・比較出力が可能（TE ランプ点灯）
Setting the sham input signal which is used for 
checking the comparative relay output.

その他の機能 Other

構　成 System

加速度モニタ：
Acceleration monitor :

※出力仕様、一般仕様、設置仕様はP95をご参照下さい。
※See general, output and installation specification on P95.
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センサケーブル
Sensor cable

アンプ内蔵加速度センサ
Built-in amplifier sensor

信号変換器
Signal converter

出力　Output

電源入力　Power input

Signal converter
信号変換器： DVA-03 1 台

Sensor cable
センサケーブル： CX-010-BT（10m） 1 本

アンプ内蔵加速センサ：AEC-122R 1 個
Built-in amplifier sensor

信号変換器：
Signal converter :

適合センサ：
Adopted sensor :

DVA-03
適合モニタ：
Adopted 
monitor :

適合ケーブル：
Adopted cables :

CX-010-BT（10m）
（P91）

73SS-A4
（P100）

加速度センサからの入力信号を振幅に変換して出力できます。
This signal converter permits input signals by accelerometer to 
transform into amplitude.

振幅・加速度を選択して出力。
Selectable output from acceleration, or amplitude.

後付けでセンサを簡単にセット出来ます。
Easy to locate a sensor after machinery is completely installed.

目に見えない振動が、加速度・振幅で直読出来ます。
Direct readout of acceleration, and amplitude which consist of 
invisible vibration.

モニタリングする際には 73SS-A4 が適合。
73SS-A4 is suitable for monitoring.

特　長 Features

®

11170 11 (15)

7
0

3
0

2

3

外　観 Outline	view

（built-in amplifier）（P90）
AEC-122R（アンプ内蔵型）（P90）

仕　様 Specifications

構　成 System

モードと応答周波数
Mode and frequency 
response

スケール
Scale

分解能
Resolution

加速度  Acceleration
10 ～ 6500Hz

1G 0.0005G

10G 0.0013G

振幅  Vibration 
amplitude
10 ～ 300Hz

0.1mm 0.00024mm

1mm 0.00043mm

出力
Output 4 － 20mA 出力／ FS

使用温度範囲
Temperature range 0 ～＋ 55 ℃

電源
Power voltage

73SS － A4 モニタより供給
Supplied from 73SS-A4
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表示専用　Display only

表面パネル　Front panel

比較出力4点付　 Display equipped with 4 points of
comparative outputs

96

4
8

回転モニタ：
Tachometer :

適合センサ：
Adopted
sensor :

73RS

非接触センサ（GAP-SENSOR）を使用した回転監視システムです。
This rotation monitoring system is composed by non-contact GAP-
SENSOR.
タービン・発電機・コンプレッサなどの回転機械の回転速度監視 
に採用されています。
This system is used for monitoring of turbines, generators, 
compressors.

回転数に比例した4 ～ 20mA アナログ出力は、モニタ前面キーにて簡単打ち
込み設定可。
Easy output settings with the key on the front of the monitor, 
where 4 to 20mA of analog output is proportional to the rotary 
number.

表示のみと警報接点出力付きの2機種を用意しております。
There are 2models, one is display only, another has relay out put 
for alarm.

ML センサ以外の入力にもオプションにて対応
Other optional sensors are available for customer order, as
well as the ML sensor.

警報出力は4点（HH・HI・LL・LO）独立設定です。
Alarm outputs are 4point individual settings.
GAP － SENSOR とモニタ間は、延長ケーブルで100 メートル迄延長可能です。
The cable between the gap-sensor and the monitor is able to 
extend up to 100 m.

特　長 Features

回転センサ　Sensor
回転モニタ

Tachometer
電流出力　Current output

警報出力　Alarm output

電源入力　Power input

センサケーブル
Sensor cable

Extension cable □□ m of 3 core shielded cable(option)
延長ケーブル：  3 芯シールドケーブル□□ m（オプション） 1 本

Sensor
アンプ内蔵センサ： ML-06 1 個

回転モニタ： 73RS 1 台
Tachometer

構　成 System

ML-06 (built-in amplifier) (See P84)
※ Available for other gap sensor and 
electromagnetic pick-up

ML-06（アンプ内蔵型）（P84 参照）
※他ギャップセンサ・電磁ピック等対応可能

仕　様 Specifications

表示
Indication

0 ～ 99999 赤色 LED（文字高さ 15.4mm）
0 ～ 99999 Red LED（Character height 15.4mm）

確度
Accuracy ± 0.01% ＋ 1digit at23 ℃± 5 ℃

入力信号
Input signal

ギャップセンサ
Gap sensor 0.3Vp-p ～ 12Vp-p 0.5Hz ～ 15kHz

オープンコレクタ
Open collector +12V 1mHz ～ 50kHz

方形波
Square waves Hi : 4 ～ 30V Lo : 0 ～ 2V 1mHz ～ 50kHz

出力電流
Output current DC4 ～ 20mA

出力周期
Indicated 
frequency

100msec

表示周期
Sampling cycle

0.1 , 0.5 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 秒。設定操作にて表示周期を設定
Programming the indication frequency by the 

programming operation.

比較設定
Comparative 
set up

HI, LO, OFF の切り替えは設定モードで行います
HI, LO, OFF is switchover by set up mode.

設定範囲
Setting range 0 ～ 99999

設定方式
Setting method

上下限比較方式　4 点独立
Upper and lower limitation comparative method 

insetting mode. 4  points individual set up.

比較出力
Comparative 
power

リレー接点出力　AL1 ～ AL4 各 1c 接点　電気的寿命　3万回
Output of relay contact points. AL1 to AL4 each 1c 

contact point. Electric life time :30000times.

接点容量
Contact point 
capacity

AC250V 0.2A 抵抗負荷 (Load resistance)
DC30V 0.2A 抵抗負荷 (Load resistance)

GOOD on start 警報設定で Lo を設定した場合有効となる機能。電源投入時 Lo 警報は動作しない
This function is available when LO of alarm is set. LO 

does not operate when power switch on.

キープロテクト
Key protect

パラメーター及び比較出力設定の設定を禁止
Prohibits parameter set up.

消灯機能
Indication go 
out

キー操作終了後から設定時間後に表示を消灯
Indication goes out after programming time elapses 

since the key operation has finished.

電源
Power voltage

AC タイプ： AC85 ～ 250V 50/60Hz
DC タイプ： DC16 ～ 32V

センサ用電源
Sensor power 
supply

DC12V ± 10% 40mA

動作周囲温度
Operating 
temperature

0 ～ 50 ℃

寸法・重量
Size, weight 96W × 48H × 105D（mm）：約 300g

入力仕様 Input Specifications

外　観 Outline view



75S Series

軸振動モニタ	 75S-2VT

Axis vibration monitor : 75S-2VT

軸位置モニタ	 75S-4DT

Axis position monitor : 75S-4DT

加速度振動モニタ	 75S-2AT

Acceleration monitor : 75S-2AT

見やすいアナログの指示計、フリー電源 AC85-264V、
操作が簡単

Visible analog meter, Free power supply AC85-264V,
Easy to operation

Equipment maintenance diagnosis monitor
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モニタリングシステム：
Monitoring system 75S シリーズ　75S series

本器は、タービン・発電機・コンプレッサなど、回転機の軸、その他の部分の振動をGAP-
SENSORや加速度センサで、連続的に検出し、予め設定した値を超える異常信号が発生し
た場合には、警報停止信号をそれぞれ独立して出力する監視装置です。
This non-contact gap sensor and accelerometer have capability of the 
continuous detection of axis vibration of rotational machinery such as 
turbines, dynamogenerators and compressors. If the monitored values are 
beyond the previously set values, individual output is able to alarm at every 
step.

※上記写真は75S-2VTです。
※Above photo is for 75S-2VT

見やすいアナログメーターです。
Visible analog meter

前方のロータリースイッチで各種設定も簡単です。
Easy setting by rotary switch on the front panel

モニタの稼働状態や警報動作をLEDで確認出来ます。
Able to confirm the operation and alarm 
condition of monitor by LED

概　要 General

特　長 Features

便利な機能 Useful	function

コンパクトなラックタイプで操作が簡単です。
Compact rack shape and easy operation.

アラーム・トリップ信号の自己保持又は自動解除は、簡単に設定できます。
Easy set of self-hold or automatic return of Alarm and Trip.

各種設定はパネル面から簡単にできます。
Easy setting on the panel.

タービン・発電機・コンプレッサなどの回転機械の軸振動監視に採用されています。
This system is used for monitoring of turbines, generators, compressors.

供給電源はAC85～264V 対応のフリー電源です。
Free power supply AC85～264V.

設定値を超える異常が発生した場合、警報信号を出力します。
If the monitored values are beyond the previously set values, the monitor outputs relay contact points for alarm.
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※両側ベゼール装着時
※Upon loading bezels on both sides of one channel

※多チャンネルで両側ベゼール装着時
※Upon loading bezels on both sides of multi-channels

変換器保護用として収納箱を用意しております。
Converter rack for protection of converter

盤の厚さt=1.6～5.0mm
A required thickness of panel

n チャンネルの欠き穴
A cut –out hole /ｎ channels

［（4×2）＋（70×ｎ）］×203mm

変換器収納箱 Converter rack

出力ケーブル Output cable

絶縁板（55IP） Insulating Bakelite plate (55IP)

電源ケーブル Power supply cable

システム概要 System outline

オプション Option

欠き穴寸法 Panel-cut	dimension

70 4

2
0
3

2
0
3

4
78

70 7070 44
216

70 4

2
0
3

2
0
3

4
78

70 7070 44
216

4
0
 

91 

105 
（2×）φ5

変換器
Converter

5
0
 

70 

φ20ケーブル引出口
φ20retractable cable

30 

260 

CB-2E

BNC型コネクタ　BNC type connector

φ
1
4

（30）

2000±5％

1.5D-2V

2
4
.5

2
4

24
53.5

2000±5%

CM-33

47.5

L=（70）

YJ-3 VCTF（E）
3×0.75sq
φ7

MR-8L JP-3

OC－202BN－010

電源ケーブル　AC－202－219
Power supply cable

同軸ケーブル
Coaxial cable

コネクタ
Connector

3芯ケーブル（PSE）
3-core cable

変換プラグ（付属）
Converter plug

2
4
.5

2
4

24
53.5(100)

2000±5%

CM-33

47.5

L=（70）

YJ-3 VCTF（E）
3×0.75sq
φ7

RAV1.25-3.5 JP-3

AC－202－266

75S用 125V 7A

圧着端子
Solderless terminal

3芯ケーブル（PSE）
3-core cable

変換プラグ（付属）
Converter plug

センサ群
Sensors

変換器
Converters

数十m（MAX）
Several ten meters(MAX)6m（MAX）

75S-2VT

75S-2VT

75S-2AT

75S-4DT

75S-4DT

モニタ盤
Monitor panels

軸振動（X）　Axis vibration (X)

軸振動（Y）　Axis vibration (Y)

振動加速度
Vibration acceleration

回転機器
Rotary machine

軸移動　Axis movement
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軸振動モニタ：
Axis vibration monitor :

適合システム：
Adapted 
System :

AEC-55 Series(P45～P59)
AEC-76 Series(P79～P82)

75S-2VT

Extension Cable
延長ケーブル： EC-103-230（10m） 1 本  

Converter
変換器：  AEC-7606/7610 1 台 

Sensor cable
センサケーブル： PC-06YY(6m) 1 本 

Sensor
センサ：  S-06/S-10 1 本 

軸振動モニタ： 75S-2VT 1 台
Axis vibration monitor

センサ
Sensor

変換器
Converter

振動データ出力 Vibration level output 

警報出力　Alarm output

電源入力　Power input

センサケーブル
Sensor cable 延長ケーブル

Extension cable

軸振動モニタ
Axis vibration monitor

※ケーブル長、フィルター特性等はオプション対応可能。
※Acceptable for use with cable length and filter characteristics

※上記センサのほか55シリーズにも対応致します。
※AEC 55 series is adapted to 75S series

非接触センサ（GAP-SENSOR）による振動監視装置です。
This vibration monitoring system is composed of non-contact 
GAP-SENSOR

警報出力は2点独立設定です。
Alarm output has 2 individual point settings

GAP-SENSORが正常な位置にセットされているか、常に確認出来ます。
Able to confirm installation position of GAP-SENSOR confirm to be 
in normal

GAP-SENSORの変換器と本モニタ装置との間は延長ケーブルにより数十メー
トルの延長が可能です。
Able to extend cable several ten meters in between the converter 
and monitor

センサ用電源はモニタに内蔵しています。
A built-in power supply for sensor is located within the monitor

特　長 Features

構　成 System

外観図 Outline view

仕　様 Specifications

振幅表示範囲
Meter indication 
range

0 ～ 100μm（センサ測定範囲による）
(Depend on the measuring range.)

センサ取付
ギャップ表示範囲
Gap Indication 
range

センサ測定範囲により決定
Depend on the measuring range.

周波数特性
Frequency 
characteristics

5Hz ～ 10kHz（オプション対応あり）
(Ordered frequency will be available)

アラーム・トリップ
設定値
Alarm/Trip 
programming range

メーターフルスケール内任意
Depend on the meter full scale

アラーム・トリップ
動作遅延時間
Alarm/Trip operating 
delay time

下記からご選択
Choice as below
0.1,0.5,1 ～ 10,15,30,45,60sec

アラーム・トリップ
動作表示
Alarm/Trip 
indication

アラーム（黄）トリップ（赤）の LED 表示
LED indicates on the panel.
Alarm(Yellow) , Trip(Red)

アラーム・トリップ
リレー仕様
Alarm /Trip relay 
specifications

各 1C 接点 Each 1C contact point
接点定格 Contact point rating
AC125V 0.5A, DC110V 0.3A load resistance

P.UOK 表示
P.UOK indication

センサの正常動作と設定位置の可否を示す緑色 LED
Green LED lights on the panel, when sensor is 
normal and within measuring range.

使用温度範囲
Operating 
temperature range

0 ～＋40℃

VIB 電圧出力
VIB voltage output

10VP-P 1ｋΩ( 操作パネル BNC 端子 )
(BNC on the operating panel)

VIB 電流出力
VIB current output

４～ 20 ｍ A（裏面 OUT 端子）
(OUT terminal on the back panel)

電源
Power supply AC85 ～ 264V 47 ～ 440Hz

2
1
0

17 215 39 70

2
3
8

2
0
1

2
1
0

取
付
部
品
最
大
寸
法
  m

ax

取付部品最大寸法  Max 取付部品最大寸法  Max
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軸位置モニタ：
Axis position monitor：

適合システム：
Adapted 
System :

AEC-55 Series(P45～P59)
AEC-76 Series(P79～P82)

75S-4DT

Extension Cable
延長ケーブル： EC-103-230（10m） 1 本  

Converter
変換器：  AEC-7606/7610 1 台 

Sensor cable
センサケーブル： PC-06YY(6m) 1 本 

Sensor
センサ：  S-06/S-10 1 本 

軸位置モニタ： 75S-4DT 1 台
Axis position monitor

※ケーブル長、フィルター特性等はオプション対応可能。
※Acceptable for use with cable length and filter characteristics

※上記センサのほか55シリーズにも対応致します。
※AEC 55 series is adapted to 75S series

非接触センサ（GAP-SENSOR）を使用した軸位置監視システムです。
This axis position monitoring system is composed of non-contact 
GAP-SENSOR

警報出力は4点独立設定です。
Alarm output has 4 individual point settings

GAP-SENSORが正常な位置にセットされているか、常に確認出来ます。
Able to confirm installation position of GAP-SENSOR confirm to be 
in normal

GAP-SENSORの変換器と本モニタ装置との間は延長ケーブルにより数十メー
トルの延長が可能です。
Able to extend cable several ten meters in between the converter 
and monitor

センサ用電源はモニタに内蔵しています。
A built-in power supply for sensor is located within the monitor

特　長 Features

構　成 System

外観図 Outline view

仕　様 Specifications

変位表示範囲
Meter indication 
range

-2mm ～＋2mm（センサ測定範囲による）
Depend on the measuring range

周波数特性
Frequency 
characteristics

DC ～ 100Hz（オプション対応あり）
(Ordered frequency will be available)

アラーム・トリップ
設定値
Alarm/Trip 
programming range

メーター表示範囲の 80% 以内
アラーム・トリップはそれぞれ上下限独立に設定可計 4 点
Within 80% of meter indication range.
Alarm and Trip can respectively program both 
upper limit and lower limit.

アラーム・トリップ
動作遅延時間
Alarm/Trip operating 
delay time

下記からご選択
Choice as below
0.1,0.5,1 ～ 10,15,30,45,60sec

アラーム・トリップ
動作表示
Alarm/Trip 
indication

アラーム（黄）トリップ（赤）の LED 表示
LED indicates on the panel.
Alarm(Yellow) , Trip(Red)

アラーム・トリップ
リレー仕様
Alarm /Trip relay 
specifications

各 1C 接点 Each 1C contact point
接点定格 Contact point rating
AC125V 0.5A, DC110V 0.3A load resistance

P.UOK 表示
P.UOK indication

センサの正常動作と設定位置の可否を示す緑色 LED
Green LED lights on the panel, when sensor is 
normal and within measuring range.

使用温度範囲
Operating 
temperature range

0 ～＋40℃

THRUST 電圧出力
THRUST voltage 
output

0 ～ 10V 1ｋΩ( 操作パネル BNC 端子 )
(BNC on the operating panel)

THRUST 電流出力
THRUST current 
output

４～ 20 ｍ A（裏面 OUT 端子）
(OUT terminal on the back panel)

電源
Power supply AC85 ～ 264V 47 ～ 440Hz

70

2
1
0

2
3
8

取
付
部
品
最
大
寸
法
  M

ax

2
0
1

2
1
0

17 215 39

取付部品最大寸法  Max 取付部品最大寸法  Max

センサ  Sensor

変換器
Converter

変位データ出力　Displacement data output 

警報出力　Alarm output

電源入力　Power input

センサケーブル
Sensor cable

延長ケーブル
Extension cable

軸位置モニタ
Axis position monitor
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加速度振動モニタ：
Acceleration monitor :

適合システム：
Adapted 
System :

加速度センサ（P87～P91）
Accelerometer

75S-2AT

加速度センサを使用した振動監視システムです。
This vibration monitoring system is composed of accelerometer.

警報出力は2点（HH・HI）独立設定です。
Alarm output has 2 individual point settings.

加速度センサとモニタ間は、センサケーブルで数十メートルの延長が可能。
Able to extend cable several ten meters in between the 
accelerometer and monitor.

特　長 Features

仕　様 Specifications

メーター表示範囲
Meter indication 
range

0 ～ 250μmp-p
（ご指定により表示範囲決定）
（Depend on customer's request）

周波数特性
Frequency 
characteristics

お客様の仕様により決定
Depend on the specification

アラーム・
トリップ設定値
Alarm/Trip 
programming range

メーターフルスケールの 5 ～ 100% 内任意点。それぞ
れ各 1 点ずつ。
Arbitrary points 5 ～ 100% of the meter scale.

アラーム・トリップ
動作遅延時間
Alarm/Trip operating 
delay time

下記からご選択
Choice as below
0.1,0.5,1 ～ 10,15,30,45,60sec

アラーム・トリップ
動作表示
Alarm/Trip 
indication

アラーム（黄）トリップ（赤）の LED 表示
LED indicates on the panel.
Alarm(Yellow) , Trip(Red)

アラーム・トリップ
リレー仕様
Alarm /Trip relay 
specifications

各 1C 接点 Each 1C contact point
接点定格 Contact point rating
AC125V 0.5A, DC110V 0.3A load resistance

使用温度範囲
Operating 
temperature range

0 ～＋40℃

VIB 電圧出力
VIB voltage output

10VP-P 1ｋΩ( 操作パネル BNC 端子 )
(BNC on the operating panel)

VIB 電流出力
VIB current output

４～ 20 ｍ A（裏面 OUT 端子）
(OUT terminal on the back panel)

電源
Power supply

AC85 ～ 264V 47 ～ 440Hz

2
1
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17 215 39 70
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2
0
1

2
1
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取
付
部
品
最
大
寸
法
  M

ax

取付部品最大寸法  Max 取付部品最大寸法  Max

外観図 Outline view

加速度センサ
Acceleration sensor

センサケーブル
Sensor cable

振動データ出力　Acceleration level output

警報出力　Alarm output

電源入力　Power input

加速度モニタ
Acceleration monitor

※ケーブル長、フィルター特性等はオプション対応可能。
※Acceptable for use with cable length and filter characteristics

Sensor cable
センサケーブル： CX-010-AT（10m） 1 本

Acceleration sensor（Built-in amplifier type）
アンプ内蔵型加速度センサ：AEC-122R 1 個

加速度振動モニタ：75S-2AT 1 台
Acceleration monitor

構　成 System


