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圧電式振動センサ　VS-JVシリーズ

概　要
トーキンの振動センサは、広帯域な周波数 (10Hz‒15KHz)
の振動を高感度でリアルタイムに収集可能です。
セラミックス材料の組成の最適化、独自の振動拡大機構で
振動を効率よく電気信号に変換しているため、わずかな振
動も検出でき、広いセンシング帯域幅により、予知保全な
どの産業用 IoT に最適な仕様です。
JV シリーズでは機械・設備の IoT 化にご使用頂けるよう
耐油・防水性を付加しております。

用　途
・機械設備の予知保全（モーター、ベアリング、ポンプ等）
・機器の振動制御（試験、評価等）
・精密機器の測定

特　徴
VS-JV シリーズ
・耐環境性 ( 耐油、防水性 ) を付加
・広帯域、高感度
・ケース絶縁
・アンプ内蔵
・着脱可能ケーブル

品番 規格 認証機関 ファイルNo.

VS-JV10A
CE IEC 61000–6–4:2018 (EMI)

IEC 61000–6–2:2016 (EMC)
TEE
TEE

T1860701
T1860701

IP67
（コネクタ勘合時） EN 50581:2012 TÜV 20180920

認　証
トーキンの振動センサは、次の規格に従い設計されています。
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センサ品番
VS- JV 10 A

モデル名 シリーズ名 感度 ケーブル長 バージョン アクセサリ
VS = 

Vibration
Sensor

JV
02=2(mV/m/s2)
10=10(mV/m/s2)

Blank A
Blank：センサ単品

K01：評価KIT

環境対応

トーキンの振動センサはすべて、EU RoHS 指令［2011/65/EU 及び（EU）2015/863] および REACH（化学物質の登録、
評価、認可および制限に関する規則）に準拠しています。
REACH 規則第 33 条第 1 項では、品物（製品）の製造者および輸入者は、当該製品に含まれるあらゆる高懸念物質（SVHC）
に関して、その重量が当該製品の 0.1% を超えるものについては、その事実をお客様に通知する義務があること、および当
該製品の安全な使用法に関する取扱説明書をお客様に提供する義務があることを規定しています。

トーキンでは、REACH 規則第 33 条第 1 項に関して、以下のように報告しています：

1. 適用製品：振動センサ

2.REACH 規則 SVHC リストの含有物に対する報告：
上述の製品は、REACH 規則で定める SVHC 物質の第 8 次追加分（2012 年 12 月 19 日施行）について、製品 1 台の重量
につき 0.1 重量 % を超えるものを 1 物質含有しています。

3. 振動センサ（圧電セラミックス製品）の安全性に関して：
本製品に使用されている圧電セラミックスは、主成分としてチタン酸ジルコン酸鉛（PZT）を含む粉体を焼結し、セラミッ
クスにしたものです。化学的に安定しており、本製品を適正に使用する限りにおいては、人体または環境にほとんど危険は
ありません。ただし、粉末のセラミックスを吸引もしくは誤って口から摂取した場合、人体に危険が生じる恐れがあります。
4. 多層圧電アクチュエータ（圧電セラミックス製品）に関する製品技術情報：
主成分がチタン酸ジルコン酸鉛（PZT）である「圧電セラミックス製品」は、その製造技術がすでに確立されており、現時
点では、PZT よりも優れた性能を発揮する代替材料はありません。また、RoHS 指令（2011 年／ 65 ／ EU）の付属書 III（7c.1）
では、圧電セラミックスは適用除外項目となっています。

5. 圧電セラミックス製造者の責任について：
圧電セラミックスの製造者は、REACH 規則の第 33 条に従い、当該製品に含有される PZT に関する情報を、そのお客様に
報告します。
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製品特性
計測原理 圧電型
駆動方式 電圧駆動
出力タイプ アナログ電圧出力
計測軸 1軸 （Z軸）　　　Fig.1参照

型式名 VS-JV10A VS-JV02A
機械特性 単位 備考
感度 10 ± 15% 2 ±15% mV/m/s² @160Hz, Z軸
最大検知加速度 ±100 ±500 m/s² @160Hz

周波数範囲 10 ～ 15000 Hz
共振周波数 >30 kHz

電気特性 *1 単位 備考
電源電圧 3.2 ~ 5.5 V 5V (Typ.)

消費電流 0.5 mA Typ.

オフセット電圧 1.5 V Typ.
加速度ノイズ密度 0.003 m/s²/√Hz @160Hz
接地 ケース絶縁
保護クラス Ⅲ

*1). 入力電圧 5V、Ta ＝ 25℃、RL( 負荷抵抗 )≥100K Ωにて規定

物理特性 単位 備考
動作温度範囲 -25 ~ +85 °C
保存温度範囲 -25 ~ +85 °C
動作湿度範囲 10 ~ 90 %RH *2, *3
保存湿度範囲 10 ~ 90 %RH *3
耐衝撃性 (shock) 1000 G  Fig.2参照
保護等級 IP67 コネクタ勘合時

*2). 結露無きこと
*3). Ta≤40℃の場合は、90%RH(max.)　/　Ta>40℃の場合は、絶対湿度が Temp=40℃換算で 90%RH の条件以下であること

物理特性 単位 備考
外形寸法 φ 18 × 11 mm 外形図参照
質量　 19 g
ケース材質 SUS 316L
コネクタ M8 (Male)
取り付け M4 × 0.7 mm 外形図参照
締め付けトルク 1.5 N・m

仕様
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接続
ピンアサイン 記号 機能

1 V in 電源入力
2 V out センサ出力
3 SG シグナルグランド
4 N.C. N/A
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《図.1》 計側軸 《図.2》 耐衝撃性

参考データ
【感度周波数特性】
本センサの代表特性を示します。本参考資料に記載の内容は特性例であり、仕様を保証するものではありません。

衝撃印加方向 (→)

1000G / 1ms　6軸
コネクタ勘合状態で6 方向実施 
(C方向のみコネクタ勘合せず)

測定条件
　周囲温度=25°C
　電源電圧5.0V
　周波数 10Hz-15kHz

《fig.1》計側軸 《fig.2》 耐衝撃性

《耐油性》
確認条件 ( コネクタ勘合状態 )：
　油浸漬 48h　
　　①ダフニー　メカニックオイル 32
　　②ユシローケン FGE180 ( 重量比 10 倍で希釈 )
　　　※上記以外の油につきましては、お客様にて事前のご確認の上、ご使用ください
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【注意事項等】
適合性確認
・本製品のお客様における用途の適合性については、お客様自身が確認するものとします。

保管条件
・本製品の保管は、梱包状態で、常温常湿の条件下となるよう、ご配慮ください。
・保管時は以下の点にご注意ください。
　　 - 保管は、保存温度・湿度条件を満たした環境で行ってください。
　　　　- アンモニアガス・硫化ガスなどのガス雰囲気中には保管しないでください。

特定有害物質の使用制限
・本仕様書の製品は RoHS 指令に準拠しています。
　※本製品に内蔵しているセンサ素子は PZT を使用しており鉛を含有しておりますが
　　RoHS 指令適用除外項目 7(c)- Ⅰで適用除外項目に指定されています。

使用上の注意、お願い事項
・屋外および仕様書記載のスペックを超えるような特殊な環境で使用される場合は、事前にお客様の環境でのご検証、
  ご確認の上ご使用ください。
・センサ本体をネジで固定する場合、M4 ネジ標準締付けトルク（1.5 N・m）で固定してお使いください。
・M8 コネクタはご使用になるケーブルの規定トルクで締付けの上お使いください。
・コネクタの挿抜は、コネクタ本体を持って行ってください。
・コネクタ勘合時は、センサ側とケーブル側のピンの向きを合わせ、奥まで挿入した後、固定具を締めてください。
・濡れた手で勘合面に触れないでください。
・コネクタ周辺部に水が付着しているときは、必ずふき取ってからご使用ください。
・コネクタやケーブルを引っ張らないでください。コネクタの破損や、ケーブル断線につながる恐れがあります。
・本製品は、振動を検出するものですので、設置状態によってはケーブル振動の影響を受ける場合があります。ケーブルは
  若干のたるみを持たせて、静止面もしくはセンサと同一面に固定する事を推奨いたします。
・本製品のセンサ出力端子は 100k Ω以上の負荷抵抗に接続してご使用ください。
・本製品は、セラミック部品を使用しておりますので、製品の落下等による破損に十分ご注意願います。
・動作中はセンサ本体並びにケーブルに触れないでください。誤動作する可能性があります。
・センサ本体に定常的に圧力がかかるような状態の設置（本体を挟み込む様な設置、押し付けるような設置）は避けて
  ください。ケースのゆがみ等でセンサの性能が発揮できない場合や、破損の原因となる場合があります。
・弊社出荷後に改造を行った場合は保証致しかねますのでご注意願います。
・特に重要な個所では、本製品が故障した場合でもお客様製品 / システムの動作におおきな影響を及ぼさないよう、冗長性
を持たせるなどの施策をお願いいたします。
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アクセサリー（別売り）

型番 長さ 備考
VSC-030PURS4-M8D-01 3m
VSC-100PURS4-M8D-01 10m
VSC-200PURS4-M8D-01 20m 受注生産
VSC-300PURS4-M8D-01 30m 受注生産

ケーブル

《基本構成》
項目 仕様 単位
材質 PUR
線径 φ5.3 mm

ケーブル長 3.0 / 10.0 / 20.0 m
AWG AWG22相当

コネクタ M8 (Female)
締め付けトルク 0.4 N・m

《接続》

ピンアサイン 配線色
センサ(VS-JV**A)接続時の機能

記号 機能
1 茶色 V in 電源入力
2 白色 V out センサ出力
3 青色 SG シグナルグランド
4 黒色 N.C. －

（外導体） シールド線 FG フレームグランド

《用途》
ケーブルベアへの配線が可能です。
許容曲げ範囲：可動範囲 10 ×φ d　/　固定使用 5 ×φ d
サイクル回数：最大 500 万回　※最大速度 3.3m/s(5m トラベル長時 )、 最大加速度 5m/s2

※ケーブルに関する使用上の注意、お願い事項
・M8 コネクタは標準ケーブルの規定トルクで締付けの上お使いください。
・コネクタの挿抜は、コネクタ本体を持って行ってください。
・コネクタ勘合時は、センサ側とケーブル側のピンの向きを合わせ、奥まで挿入した後、固定具を締めてください。
・濡れた手で勘合面に触れないでください。
・コネクタ周辺部に水が付着しているときは、必ずふき取ってからご使用ください。
・コネクタやケーブルを引っ張らないでください。コネクタの破損や、ケーブル断線につながる恐れがあります。
・弊社出荷後に改造を行った場合は保証致しかねますのでご注意願います。
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アクセサリー(別売り)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

型番
VM-03

マグネットベース

《基本構成》
項目 仕様 単位 Notes

外形寸法 φ26×6 (突起部含まず) mm
質量 23 g
ケース材質 SUS430 ケース
取り付け M4×0.7 mm
締め付けトルク 1.5 N・m

《機械特性》　
項目 仕様 単位 Notes

吸着力 > 40 N 吸着面 : SS400

※マグネットベースに関する使用上の注意、お願い事項
・屋外および特殊な環境で使用される場合は、事前にお客様の環境でのご検証、ご確認のうえご使用ください。
・マグネットベースに振動センサをネジで固定する場合は、以下のトルクで固定してお使いください。
    VM-03：1.5N・m
・マグネットベースを用いた振動測定では、測定面の材質、表面の状態などの影響を受けセンサの出力特性が変化します。
  使用の際は事前にお客様の環境でのご検証、ご確認のうえご使用ください。
・ 強力な磁石を用いておりますので、マグネットベース同士や、マグネットベースと金属間吸着による挟まれ等には十分注

意してください。
・ マグネットベースを携帯電話、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ等に近づけないでください。記憶内容が破壊され

る恐れがあります。
・マグネットベースを安易に放置すると、周囲の磁石や金属を勢い良く引き寄せ危険です。



9ⒸTOKIN Corporation
www.tokin.com

TOK_VS-JV・4/5/2022 9

圧電式振動センサ　VS-JVシリーズ

アクセサリー(別売り)
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型番
 VA-01

アタッチメント

《基本構成》
項目 仕様 単位 Notes

外形寸法 φ22×6 (突起部含まず) mm
質量 14 g
ケース材質 SUS303 ケース
取り付け(センサ取り付け) M4×0.7 mm
取り付け(接地面) M4×0.7　/　接着 mm
締め付けトルク 1.5 N・m

※アタッチメントに関する使用上の注意、お願い事項
・屋外および特殊な環境で使用される場合は、事前にお客様の環境でのご検証、ご確認のうえご使用ください。
・アタッチメントをネジで固定する場合は、以下のトルクで固定してお使いください。
    VA-01：1.5N・m
・アタッチメントを用いた振動測定では、測定面の材質、表面の状態などの影響を受けセンサの出力特性が変化します。
使用の際は事前にお客様の環境でのご検証、ご確認のうえご使用ください。



10ⒸTOKIN Corporation
www.tokin.com

TOK_VS-JV・4/5/2022 10

圧電式振動センサ　VS-JVシリーズ

取り扱い上の注意

使用上の注意、お願い事項

輸出管理

ケーブルおよびコネクタ（VSC-***PURS4-M8D-01(**m), VSC-***PVCV4B-M8B-02）
・M8 コネクタは標準ケーブルの規定トルク 0.4N・m で締付けの上お使いください。
・コネクタ勘合時は、センサ側とケーブル側のピンの向きを合わせ、奥まで挿入した後、固定具を締めてください。

マグネットベース（VM-03）
・ マグネットベースに振動センサをネジで固定する場合は、規定のトルクで固定してお使いください。
・マグネットベースを用いた振動測定では、測定面の材質、表面の状態などの影響を受けセンサの出力特性が変化します。

使用の際は事前にお客様の環境でのご検証、ご確認のうえご使用ください。
・ 強力な磁石を用いておりますので、マグネットベース同士や、マグネットベースと金属間吸着による挟まれ等には十分注

意してください。
・マグネットベースを携帯電話、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ等に近づけないでください。

記憶内容が破壊される恐れがあります。
・マグネットベースを安易に放置すると、周囲の磁石や金属を勢い良く引き寄せ危険です。

・ 屋外および仕様書記載のスペックを超えるような特殊な環境で使用される場合は、事前にお客様の環境でのご検証、ご確
認の上ご使用ください。

・コネクタの挿抜は、コネクタ本体を持って行ってください。
・コネクタ勘合時は、センサ側とケーブル側のピンの向きを合わせ、奥まで挿入した後、固定具を締めてください。
・濡れた手で勘合面に触れないでください。
・コネクタ周辺部に水が付着しているときは、必ずふき取ってからご使用ください。
・コネクタやケーブルを引っ張らないでください。コネクタの破損や、ケーブル断線につながる恐れがあります。
・  本製品は、振動を検出するものですので、設置状態によってはケーブル振動の影響を受ける場合があります。ケーブルは

若干のたるみを持たせて、静止面もしくはセンサと同一面に固定する事を推奨いたします。
・本製品は、セラミック部品を使用しておりますので、製品の落下等による破損に十分ご注意願います。
・動作中はセンサ本体並びにケーブルに触れないでください。誤動作する可能性があります。
・ センサ本体に定常的に圧力がかかるような状態の設置（本体を挟み込む様な設置、押し付けるような設置）は避けてくだ

さい。ケースのゆがみ等でセンサの性能が発揮できない場合や、破損の原因となる場合があります。
・弊社出荷後に改造を行った場合は保証致しかねますのでご注意願います。
・ 特に重要な個所では、本製品が故障した場合でもお客様製品 / システムの動作におおきな影響を及ぼさないよう、冗長性

を持たせるなどの施策をお願いいたします。
・ほこりの多い高温環境、火のそば、強い光や日光の下、空気中の操作や保管は行わないでください。塩または油を含む。
・最大保存温度および最大保存湿度を超えないこと、また保存環境に塩素、硫黄含有化合物がないことを推奨します。
・製品を産業廃棄物として適切に処理します。ごみ処理の際は、お近くのごみ処理サービスにご連絡ください。

廃棄方法がすべての法的要件を満たしていることを確認してください。
・振動センサーの在庫は、すみやかに、できれば受領後 1 年以内に使用する必要があります。

本製品が外国為替及び外国貿易法の規定により、規制貨物など（または役務）に該当する場合には、日本国外に輸出する際に、
同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。
本製品は輸出令別表第１の 16 項の対象貨物です。従い当該貨物を輸出令別表第 3 に掲げる国以外へ輸出する場合には、客
観条件における最終需要者の用途、取引の態様、条件等からみて、大量破壊兵器等への開発などに用いられないことが明ら
かな場合を除き、経済産業大臣の輸出許可が必要です。



11ⒸTOKIN Corporation
www.tokin.com

TOK_VS-JV・4/5/2022 11

圧電式振動センサ　VS-JVシリーズ

株式会社トーキン営業拠点

KEMET エレクトロニクス株式会社営業拠点

免責事項

営業拠点の全リストについては、www.tokin.com/info/network をご覧ください。

グローバルな営業拠点の全リストについては、www.kemet.com/sales をご覧ください。

このデータシートに記載している、全製品の仕様、説明、情報、およびデータ（これらを「情報」と概括する）は、変更す
る場合があります。指示が発せられた際、お客様は、本刊行物に記載されている情報がどの程度まで当該指示に該当するのか、
確認および検証する責任があります。
ここに記載するすべての情報については、その正確性および信頼性に万全を期しておりますが、これらの情報は、明示また
は黙示された、いかなる種類の保証または責任も伴わずに提示されたものとします。
特定の用途に対する適合性の説明は、株式会社トーキン（「トーキン」）が有する、当該用途における一般的な使用状況につ
いての知見に基づいています。しかし、お客様の特定の使用等に対する適合性に関しては、いかなる保証もするものではなく、
トーキンとしても保証いたしかねます。
本情報は、ご自身の用途に適う適切な製品を選択するために必要な経験、および能力をお持ちのお客様の利用を念頭に構成
されています。トーキン製品の使用に関する技術的な助言について、本情報に記載されるもの、またはトーキンが提供する
ものについては無料とさせていただきますが、トーキンは、当該助言もしくはそれに伴う結果について、いかなる義務また
は債務も負いません。
トーキンでは、非常に厳格な品質・安全基準に基づいて製品の設計および製造を行っていますが、最先端技術が使用されて
いる場合、構成部品の中にはいまだに不具合が生じる可能性があるものもございます。したがって、高度の信頼性または安
全性を要求される用途をお客様がご所望される場合、電気部品の不具合によるケガの危険または財産の損失を確実に防止す
るため、適切な設計もしくはその他の予防措置（保護回路または冗長性の配備など）を採用する必要があります。
製品に関連するすべての警告、注意書き、および留意事項を遵守していただく必要がありますが、安全対策全般について軽
視されたり、または他の対策が不必要であると考えたりするべきではありません。

KEMET is a registered trademark of KEMET Electronics Corporation.


