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傾斜センサー(傾斜計) 

SH50050シリーズ 電解液式 1軸 傾斜センサー    

セラミック ケース シリーズ 
 

 SH 50050 セラミック シリーズ1軸電解液式傾斜センサーは、ガ

ラスと共に結合される、先進のセラミック材を利用した、頑丈な密

封パッケージです。 

96%のアルミナ材体は、範囲、感度と動的応答を決定する、複雑

で正確な形状に成形されます。成形された本体は、容易な取付と

均一な温度の安定性のための均一な伝熱のため参照面を持って

います。 

これらの小型で、高精度で、低コストの傾斜センサーはOEM 

アプリケーションに、最適です。 

 

 

アプリケーション 
◎ 建設レーザー ◎ 機器の水準定め ◎ 産業 ◎ 磁力計補正 ◎ 地球物理学的傾斜計 

◎ 海洋学 ◎ 工作機械 ◎ カメラ システム 
 

* =出力レベルは、MUPI-3信号コンディショナを使用する場合です。 
** = 代表値です。 

注釈; 

これらのセンサーで使われる電解液は、アルコール系流体で、重金属を含まず、非腐食性です。 
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仕様等は、ご通知なく変更されます。2017.1.31 

仕 様      
特 性 型 式 

 SH50054-A-003 SH50055-A-009 SH50056-A-003 SH50056-A-008 SH50058-A-003 
直線範囲 (角度) +/- 3 +/- 0.5 +/- 60 +/- 60 +/- 10 
全範囲(角度) +/- 6 +/- 1 +/- 80 +/- 80 +/- 15 
出力(mV/秒角) 0.4 1.0 - - - 
出力 (mV/角度)* - - 160 160 420 
分解能 (角度)* <0.0003 <0.0001 <0.001 <0.001 <0.0005 
ゼロ点の繰り返し性(角度)** <0.0008 <0.0008 <0.02 <0.02 <0.001 
対称性@ 1/2直線ｽｹｰﾙ(%)** <2 <2 <2 <2 <2 
精度@ 1/2直線ｽｹｰﾙ(%FS)** <2 - <0.8 <0.8 <2 
精度@ ﾌﾙｽｹｰﾙ(%FS)** <8 - <3 <3 <5 
ゼロ点ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ(キロオーム 
± 20%) 

12 1 8 8 40 

ゼロ点安定度, 12時間

@25℃(角度, 代表値) 
<0.0005 <0.0005 <0.005 <0.005 <0.001 

耐衝撃(G's, 最小) 100 100 100 100 100 
温度範囲(℃)      
動作 -54 ～ +125 ℃ 
保存 -76 ～ +150 ℃  
ｽｹｰﾙの温度係数(%/℃,代表値) 0.6 0.6 0.1 0.1 0.1 



電解液式 1軸 傾斜センサー SH50050 セラミックシリーズ 

  Doc.# SDS-116-3106 

公称寸法　インチ (mm) 



電解液式 1軸 傾斜センサー SH50050 セラミックシリーズ

  Doc.# SDS-116-3106 

 電気接続

  線色　     　　機能   　 SH50054-A-003    SH50055-A-009    SH50056-A-003    SH50056-A-008    SH50058-A-003
Red output � � 

Yellow output � � � 
Blue output � �

Green output � � 
Orange output � 

Gray output 
Green neutral � 
Black neutral � � � �

  線長さ 6.5" 18" 6" 6" 12" 
線サイズ 30awg 30awg 30awg 30awg 30awg
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SH50050 シリーズ 電解液式傾斜センサー　安定化時間と

交差カップリング・グラフ 

 Doc.# SAN-209-2203 

スコープ:

安定化時間と交差カップリングのために、以下のグラフとチャートは各センサの典型的出力レスポンスを表します。
交差カップリング・チャートはSH50056モデル・センサだけに言及する点に注意してください！

定義 
安定化時間: 零入力値の1%以内に安定するセンサ出力のためにかかる時間（ステップのある変化の後）。  

交差カップリング: センサがその直交性（垂直な）軸に傾けられた場合の、受感軸出力の最大偏差。  

安定化時間グラフ 



SH50050シリーズ 電解液式傾斜センサー　安定化時間と 交差
カップリングのグラフ 

 仕様等はご通知無く変更されます。    Doc.# SAN-209-2203 

交差カップリング (ご注意;SH50056モデルのみに適用されます)

記号説明 
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SH50050シリーズ・電解液式セラミックケース傾斜センサー 
取付けガイドラインと熱の考慮点 
 
概 要 
ネジによる取付方法が、説明されます。これらの説明を従わないと、標準以下のセンサー性能や回復で

きない破損になることがありえますのでご注意ください。 
 
ネジによる取付け方法 
取 付 面 条 件 
センサーが取り付けられる面は、垂直面で0.010インチ(T.I.R)の平面度がなければなりません。 
この平面度仕様を超える面に傾斜センサー取付けると、トルクを与えることの間に、その降伏点を超え

る曲げの原因になり、そして、回復できない破損になります。もし、所定の取付け面の平面度が達成で

きない場合、SPECTROTHERM 7*圧縮性の絶縁板がセンサーの裏面に補償するために使用できる可能

性があります。適当な位置決めと部品番号のために下の図と表をご覧ください。 
* 詳細は熱の考慮すべき事柄をご参照してください。 

取付け 金具 
 
すべてのセンサーは、適当な取付のために、適当な

サイズのねじとワッシャを使用して取り付けられ

なければなりません。下の図を参照してください。

これらのネジとワッシャを使うことで、センサーへ

の損害を防止するために、締め付け力が大きな十分

な領域に分布します。 

トルク仕様 
モデルに関係なく、校正されたトルクレンチを使用して、すべてのネジは60インチ-オンス（425 N-mm）

で締めて下さい。4個の取付穴を持つSH50056センサーを対角の順番パターンでネジを締めて下さい。 
ご注意: 接着剤等は使用しないで下さい。 
 
熱の考慮すべき事柄 

SH50050シリーズ傾斜センサーは96%のアルミナ酸化物材料から作られ、66×10-7/℃.の熱伝導率を持

っています。その静止した温度を安定させるために、必要な熱の整定時間を減らす場合に、これが非常

に役立ちます。しかし、この特徴は、センサーを非常に熱の勾配に影響されやすくします。 
アプリケーション、内部の熱生成と外部の熱の操作の状況に従い、センサーはヒートシンクの働きを

するアルミニウムまたは銅のような熱伝導性材料にしっかりと取り付けられるか、あるいはその感受性

を減らすためにSPECTROTHERM 7圧縮できる絶縁プレートを用いて、絶縁されます。 
高い熱源（例えばHeNeレーザー・チューブ）の近くでセンサーを使うとき、均一に熱を配布して、セン

サーでエンドツーエンドの熱の勾配を減らすために、あらゆる努力がされなければなりません。 
センサーの対称形の形状は、センサー内部の容積で順番に均一な変化を中で引き起こす、 周囲温度の均

一な配布をつくることによって助けます。 
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センサー型式 SPECTROTHERM 7 部品番号 
SH50054 SH50258 
SH50055 SH50258 
SH50056 SH50294 
SH50058 SH50295 

センサー型式 ネジ サイズ ワッシャ サイズ 
SH50054 #2-56 (M2) #2 (M2) 
SH50055 #2-56 (M2) #2 (M2) 
SH50056 #2-56 (M2) #2 (M2) 
SH50058 M1 M1 

Note: M2ネジ が#2-56の代わりに使用可能です。 

取付 例 

側 面

 
 

取付面 

取付ネジ

 

ワッシャ SPECTROTHERM 7 
圧縮性の絶縁板 

センサー 
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