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PW27
WORLD PREMIERE

_  無菌型設計ロードセル : 
厳しいEHEDGガイドラインに認定された製品

_  デジタル計量技術 : 
デジタルの利点がもっと世界を広げる

食品工業に起きた技術革命

計量計重技術の最新ニュース
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論説 HBM：計量技術における強力なパートナー
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今月号のトピック

最高の技術革新

食品、医薬品、およびバイオ技術産業

EHEDG認定のPW27ロードセルを使用した
衛生的なシステム設計 04

新型の無菌型設計ロードセルを使用して洗浄時間の短縮と
製品品質の向上を実現 05

食品および医薬品産業向けのロードセル

PW25およびPW27 ─ 世界的な技術革新を紹介 07

無菌計量

衛生：人間に関わるトピック 06

デジタル計量技術

ごまかし操作への耐性およびMIDへの適合
DWS2103を使用してPLC制御のオープンシステム内に
商取引に適した計量システムを獲得する 10 

PW15AHi – デジタルインテリジェンスから得られるメリット
PW15 製品群のデジタルロードセルは、充填および
点検アプリケーションで高ポイントを獲得 11

HBM ‒ 強力なパートナー
景気は回復しつつあります。そして年頭からの

数ヶ月が示しているように、当社のお客様は、

これまでと同様に強い関心を持ってHBM製品

を選択しています。私たちが強力なパートナー

同士であることをこの事実が実証しています。

従来方式の計量技術アプリケーション分野でも、

そして新しい革新的な業務分野でもそうです。

最適な価格対性能比

正しい戦略があれば、厳しい競争の中でも成功

を勝ち取ることができます。そして品質こそ、

HBMの戦略の中核部分です。HBM製品は、こ

れまで60年以上にわたって安全性と信頼性の
代名詞となってきましたが、これは世界的な生

産戦略を競争力ある価格設定で進めてきた結果

です。HBMの最も新しい技術革新 ─ 衛生設計

の観点から開発された無菌ロードセルPW27も、
こうした戦略の例外ではありません。

読者の皆様

競争力のある標準規格製品と革新的なハイエンドソリューション ‒ HBMが提
供する計量技術の製品レンジは他に類を見ないものです。お客様が受けるメ
リットを倍増するため：ご希望に100％合わせたソリューションに最適な品質
を組み合わせてお届けします。

Gerhard Kadijk
計量技術およびOEMセンサ
製品管理部長

世界中どこでもサポート

お客様との密接な関係を通して高い顧客満足度

を実現

当社の販売部門は、本社にいる専門技術者たち

との緊密な協力関係にあり、これがお客様に

とっての真の利益につながっています。我々の

もつ度量衡に関する経験と能力に直接アクセス

することで、新しいアイデアを成功させるため

に必要な推進力が生まれます。またプロジェク

トの実施後も、継続的にアドバイスを提供し続

けます。長期的なカスタマーリレーションシッ

プは私たちにとって非常に重要な意味を持つか

らです。

経済的で、かつ技術的に高品質なソリューショ

ンを顧客と一緒に発見することが私たちの目標

です。お客様の成功は、私たちの成功でもある

からです。

Gerhard Kadijk
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活躍中の計量技術

温度補完の最適なバランス 
RTNロードセルは極端な温度条件下でも優れた性能を発揮 08 

VKIA405を使用した自動管理倉庫の安全性
計量および監視タスク用の長期的に安定したソリューション 09

オンボード計量における安全性

TROPPERは、最高レベルの信頼性を得るために

RTNロードセルを使用 12

編集管理
HBM Marketing Communications

編集責任
www.makomti.de

設計＆アートワーク
www.contrust-design.de

発行元
出版
HBM GmbH

Im Tiefen See 45
D-64293 Darmstadt 
Germany

電子メール：info@hbm.com
ウェブサイト：www.hbm.com

“「世界的に活躍する企業と有能で利用しやす

い技術サポート」、HBMが提供するこの組

み合わせを、私の顧客は高く評価してくれ

ます。

私が気に入っている製品ラインはPW15と

RTNの2つです。

PW15ロードセルは、標準的な業務で数多
くの用途に使用するのに最適です。どのモ

デルも機械的な寸法は同一ですが、保護等

級 IP69Kの製品やデジタルバージョンもご

用意しています。

ユーザーフレンドリーなRTNリングトーショ

ンロードセルは、そのコンパクトなデザイン

と、複数の温度オプション、最高の精度と

いった特長を持っており、要求の厳しいプ

ロジェクトにも完璧に応えてくれます。”

Bernard Vindret（ベルナード・ヴィントレ）
販売担当、フランス

“私は、FITロードセル製品群が好きです。

非常に高い精度と計測スピードが要求

される充填、投薬、照合などの新しい

計量技術アプリケーションでは、成功

のカギを握る存在となります。しかも

最近では、かなり経済的に実施する事

が可能になってきました。このシリーズ

の計量用電子機器は、非常に精密でコ

ンパクトな上に価格もリーズナブルです。

お客様がHBM製品を選んでくださる

のは、品質、精度、そして信頼性が素

晴らしいからです。HBMの顧客親密

度とサポート体制も、現実的な付加価

値として認められています。”

Bob Chevalier（ボブ・シェバリエ）
販売担当、アメリカ

HBMの計量技術を選択してください！

ご連絡をお待ちしています。

連絡窓口に関する情報はすべて下記

ウェブサイトに記載されています：

www.hbm.com/jp

“私のお気に入りは、非常にコンパクトなハ

ウジングにロードセルとデジタルエレクト

ロニクスを収納した、システムソリューショ

ンです。このデジタル計測チェーンは、非

常に低価格で効率的なソリューションです。

お客様の評価が高いのは、顧客側のエンジ

ニアとHBM側の専門家の連携がとても効率

的な点です。HBMは、最適なソリューショ

ンを見つけるお手伝いをし、さらに設置後

の試運転までお客様をサポートします。”

Hermann Merz（ヘルマン・メルツ）
販売担当、ドイツ

“私が好きな製品は、HBMでは「クラシック」

な部類に属するZ6ロードセルです。優れた
仕様を実現しながら、価格的にも競争力が

あります。模倣する競合製品もたくさん出

ましたが、これに匹敵する製品はありませ

んね。HBMのヒット商品です。”

Timo Ren（ティモ・レン）
国際製品部長

HBM中国
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無菌生産と無菌包装が目指しているのは安全で清潔な食品や医薬品で

す。衛生的に設計された清掃しやすいシステムは、二次汚染、つまり前

回の生産運転からの残余材料による汚染を防止します。食品、医薬品、

バイオ技術産業では、すべての企業がGMP（適性製造基準）を含む現行

基準の確立されたガイドラインに従って生産を行っています。安全基準

の順守を確保しているのがFDA（米国の食品医薬品局）やEFSA（欧州食

品安全機関）などの関連機関です。

設計段階から始まる衛生
EHEDG（欧州衛生エンジニアリング設計グループ）は、衛生的に設計さ

れた機械、設備、およびコンポーネントを対象としたガイドラインを発

表しました。生産物が汚染される可能性のある箇所では、衛生的な設計

が特に重要となります。細菌は粗い表面を好み、繁殖するために水分と

栄養を必要とします。つまり、表面が滑らかで手が届きやすく清掃が楽

な部品には、細菌汚染を妨ぐ効果があります。

衛生的なロードセル
PW27ロードセルはEHEDG認定を受けており、したがって食品、医薬品、

およびバイオ技術産業における計量システムに適しています。

PW27の概要
_  EHEDG認定

_  密閉構造により保護等級 IP68/IP69Kを実現

_  食品適合性のあるステンレス鋼

_  内蔵の過負荷保護機能により破壊不能

_  マルチヘッド計量装置や

静止ばかり用としても最適

詳細 - www.hbm.com/jp

EHEDG認定のPW27ロードセルを
使用した衛生的なシステム設計
食品および医薬品の分野において衛生は必須の条件であり、生産と充填を行うシステムの開発では、
設計段階の当初から衛生のコンセプトが適用されます。適切な材料を使用して能率的な製造を行う
ことにより、沈殿を防いで洗浄作業をより容易にすることができます。HBMのPW27衛生無菌型
ロードセルがこうした要件を満たしていることは、公式のEHEDG認定によって確認されています。

最高の技術革新 食品、医薬品、およびバイオ技術産業

衛生的なシステムの要件一覧
_  徹底的な清掃が簡単に実行可能

_  高い耐食性を持つ材料を使用

_  滑らかな表面

_  細孔、ひび、亀裂などが皆無

_  効率よく流れ落ちる形状

写真：SIG

写真：Serac
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新型の無菌ロードセルを使用して洗浄時間の短縮と
製品品質の向上を実現
清掃時間を短縮することは、システム停止時間の低減による生産効率の大幅な向上を意味します。
PW25およびPW27ロードセルは、衛生システムにおける著しい生産性の向上を可能にします。 

自動的な計量および包装システム、又は充填／投薬システムに対する

要求は次第に増大しており、各コンポーネントやシステム構成部分の衛

生および無菌特性に対しても、かつてないほど多くの要請が寄せられて

います。

生産性の勝者
製品品質は、製品純度が高いほど向上します。また清掃が短時間で済む

とダウンタイムが低減するため、競争力の面でも衛生が重要な要素とな

ります。現行の法制度、ガイドライン、および品質仕様においても、衛

生基準に対する認識が次第に高まっています。

ここで登場するのが、無菌および衛生アプリケーション用として特別に

開発されたPW25およびPW27ロードセルを持つHBMです。

ロードセルは、計量、ドージング（投入）、および充填プロセスの基本エレ

メントです。PW25およびPW27ロードセルを使用した無菌および衛生
生産プロセスには、最新の計量技術も容易に取り入れることが可能です。

360°の保護
これら2タイプのロードセルは、それぞれ10kgおよび20kgの計測範囲

において最初の製品であり、保護等級は IP68または IP68K、また計測体

には、密封された過負荷保護装置が内蔵されています。表面に使用され

ている材料は、傷が付きやすいエリアでも使用可能な品質になっていま

す。カプセルに密閉されたこれらのロードセルは、高圧のスチームジェッ

トクリーナーや化学薬品を使用して洗浄することも可能で、さらにCIP

（定置洗浄）システムで使用することもできます。

標準的な状況における無菌
PW25は工業基準を満たしているため、手ごろなコストで既存のシステ
ムに統合することができます。一方、PW27は追加的検査によって

EHEDG認定を受けており、非常に優れた衛生特性と無菌特性を備えてい

ます。従って、ケーブルやネジ接続部でさえ生産システム内の無菌セク

ションで使用することが可能になっています。

 Eckhard Akkermann、HBM

詳細 - www.hbm.com/jp

衛生的なシステム設計に

よる効率の向上

PW27および PW25衛生無菌型
ロードセル

無菌生産システムの用途：

_  食品産業

_  動物の飼料産業

_  化粧品工業

_  バイオテクノロジー

_  化学工業

_  塗料工業
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衛生という言葉は“hygienos”（健康で有益）というギリシャ語に

由来しています。すでに何千年も前に、人類は食品を長期間にわたっ

て食べるにはどうすればよいのか、その適切な保存処理の方法に配慮

していました。

衛生 ‒ 生存にとって必要不可欠な条件
食品を保存する方法に加えて、食品の処理が始まった初期の段階で法

律や規則が作られました。古代にも、数多くの「食品に関するタブー」

が知られていました。例えばユダヤの法律は、キリスト生誕の1800
年前から豚肉を食べることを禁じています。また食品衛生を目的とし

た規則は中世にも存在していました。1202年には、イングランドのジョ
ン王が初めての食品法を制定しました。

19世紀の衛生ブーム
科学と技術の発達により、今日我々が使用しているような「衛生」の

定義が作られました。そして産業革命の開始と共に、食品生産は次第

に工業化されるようになります。この工業化の過程で、食品の保存期

間を延ばすための新しい方法と連携して、生産過程における細菌の発

生を抑える方法が開発されるようになりました。

_  1850年 ‒ 英国の科学者、ジョン・ティンダルが、熱に弱い食品

の滅菌を目的としたTyndallizationプロセスを開発。

_  1855年 ‒ フリードリヒ・クーヘンマイスターが、人体内のブタ

（豚）サナダムシと寄生虫感染症cysticercus cellulosasとの関係

を発見。

_  1860年 ‒ フリードリヒ・アルベルト・ツェンケルが、寄生性旋

毛回虫の感染性を検証。

_  1864年 ‒ フランスの化学者、ルイ・パスツールが低温殺菌プロ

セスを発明。

_  1895年 ‒ カール・フォン・リンデが食品を保存するための冷却

プロセスを開発。

衛生：人間に関わるトピック
食品は、汚染されると急速に有害な危険物質になります。したがって「食品衛生」は、人類歴史が
始まって以来ずっと心配の種でした。しかしこの食品衛生という用語が聞かれるようになったのは、
やっと19世紀になってからのことです。ここでは、食品衛生の歴史を簡単にご紹介します。

無菌計量

食品衛生に関わる技術プロセスは、20世紀から21世紀を通して継続的
に発達してきました。1906年に米国議会を通過した「食品医薬品法」お
よび「食肉検査法」に始まり、その100年後に制定された食品衛生のた
めの共同EU規則に至るまで ‒ 絶え間なく増え続ける規制によって食品生

産におけるより高い安全性が確保されています。

今日の食品はかつてないほど安全
私たちの食品は、汚染や公害に関して以前よりずっと安全になっていま

す。次第に厳しくなる法律と、それに応えるための技術開発によって、

こうした改善が可能となります。

HBMの新しいPW27衛生無菌型ロードセルも、この伝統に従っています：
このロードセルを使用することで、食品の包装および充填システム、マ

ルチヘッド計量装置、および静止はかりなどの効率的で正確な運転が可

能になります。また、衛生研究分野における最新の発見に対しても、こ

の製品は完全に適合しています。

詳細 - www.hbm.com/jp

リンデとシッパーが開発した冷却機 **
1956年から導入された大型殺菌
システム *
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PW25およびPW27 ‒ 世界的な技術革新を紹介

PW27 ‒ EHEDG認定の無菌型ユニット
PW27は、清掃がしやすく、食品産業で使用される洗浄および殺菌用の薬剤
にも完全に適合しています。微生物には付け入る隙を与えません：表面が滑

らかすぎて微生物が付着できないからです。絶対に汚染が発生してはならな

い食品および医薬品産業用として最適なロードセルです。

 Bernd Knöll、HBM

詳細 - www.hbm.com/jp

PW25 ‒ 過負荷防止機構を内蔵した堅牢なユニット
PW25は、頑丈で耐久性の高いプラットフォームロードセルです。高湿度で
化学的に攻撃性の強い環境でも、このロードセルなら影響を受けることはあ

りません。ステンレス製ハウジングの採用により、洗浄や殺菌を容易に行う

ことができます。内蔵の過負荷防止機構は、物理的な影響に対してほぼ完璧

な耐性を提供してくれます。主工業で標準的に使用されているSP4シングル
ポイント・ロードセルと同じ取付寸法なので、PW25の導入が完璧なアップ
グレードとなります。

推奨される用途：

_  食品産業

_  バイオテクノロジー

_  医薬品

衛生が重視される場面：

_  充填および包装用の機械設備

_  静止ばかり

_  マルチヘッド組み合わせ計量装置

最高の技術革新 食品および医薬品産業向けのロードセル

主なメリット
_  溶接密封構造内に過負荷防止機構

_  一般的なSP4のロードセル取り付け
に適合

_  保護等級 IP68/ IP69Kのステンレス

製ハウジング

_  最大容量10kgおよび20kg

_  清掃が容易

主なメリット
_  EHEDG（欧州衛生工学・設計グルー

プ）による認定済み

_  最適な衛生を目的とした設計

_  最高の安全性を提供する無菌設計

_  高湿度で攻撃性の強い環境にも適合

_  保護等級 IP68/ IP69Kのステンレス

製ハウジング

_  最大容量10kgおよび20kg

_  清掃が容易



容器の充填ステーション

コンプレッサ

コンプレッサ

冷却 （－25°Cまで）

加熱チェンバ 
（最大＋80°Cまで）

減圧

遠心分離カスケード

冷却 （－25°Cまで）
濃縮された UF6

使用済みの UF6

UF6

移動用容器 UF6を
使用した加圧滅菌

移動用容器
濃縮された UF6

移動用容器
使用済みの UF6
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RTNロードセルは
極端な温度条件下でも驚きの高性能

活躍中の計量技術 温度補償の最適なバランス

同位体濃縮システムは高価な製品を生産します。したがってプロセ

スの実行中に、生産量が正確に決定されます。世界中で一般的に使用さ

れている同位体分離の手法は、ガス遠心分離システムです。導入された

ガスに含まれる様々な重量のガスは、遠心分離機内で機械的に分離され

ます。

極端な温度にも対応
生産の第一段階では、分離の対象となるガス状元素の入った移動容器を、

最高＋80 °Cの加熱チェンバ内に配置します。遠心分離カスケードに続

いて、分離済みのガスを－25 °Cになるまで冷却チェンバ内で冷却しま

す。この高温と低温の両エリアで同一のロードセルを使用します。実際

に取り付ける時まで、ロードセルの正確な設置場所は分かりません。

精度によるコスト節減
ロードセルはそれぞれ互いに交換可能で、このためシンプルでコスト効

率の高いメンテナンスが可能です。これを実現するための条件はかなり

困難で、交換するロードセルの組がどのような組み合わせでも、それぞ

れの総合的な性能が要求範囲内に収まっている必要があります。

ロードセル用のプロジェクト要件：

_  最大15tまでの負荷の記録、3kgの分解能を使用

_  使用温度範囲は－25°Cから＋80°Cまで

_  メンテナンス時における簡単なロードセルの交換

_  無作為なロードセルの組み合わせ

_  厳しい安全規定により密閉シール済み

_  コンパクトな設計

 Rudolf Almendinger、HBM

詳細 - www.hbm.com/jp

激しい温度変化は、ロードセルによる計測結果に悪影響を及ぼす場合があります。
しかしRTNロードセルの場合には極端な低温や高温にも影響を受けません。最適な
温度補償により、信頼性の高い結果をお届けすることができます。RTNロードセルは、
技術的に非常に要求の厳しい同位体濃縮プロセスにおいても、その強さを実証して
います。

アプリケーションケースに
適合させたRTNロードセル

遠心分離方式を使用した
ウラン同位体濃縮のワークフロー

－25°Cから
＋80°Cまで
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計量および監視タスク用の
長期的に安定したソリューション
自動管理倉庫には、はかりを使用する作業が数多くあります：はかりの役割は、
過負荷の防止や選択作業の補助などで、安全性の向上にも貢献します。
アクティブな過負荷保護を実現するため、倉庫がいっぱいになる前に、すべて保管部材を
対象として、接続されている電子システムによる計量および評価を実行します。この用途には、
標準的なはかりはコストが高すぎるので、VKIA405デジタルアンプの使用をお勧めします。

自動管理倉庫の安定性を確保するには、重量を棚全体にわたって均一

かつ対称的に分散させる必要があり、また高所にあるベイについては最

大支持能力を超過してはいけません。はかりを材料の流れの中に設置し

て重量を監視することにより、人員や保管されている物資を保護します。

その際、はかりはしっかりと安定していることが重要です。はかりの再

調整を行うためにはストックをすべて取り除かねばならないので、運転

上はメンテナンスフリーでなければなりません。高所のベイで荷重監視

に使用するはかりには非常に長期間の安定性が要求されるため、標準的

なはかりは不向きです。こうした要求に応えるため、HBMではVKIA405
デジタルアンプを特別に開発しました。VKIA405を使用することで、

200kgから2,000kgまで保管スペースに使用するはかりを、最大4個の
ロードセルを使用してセットアップすることが可能になります。

停電対策
すべてのVKIA405パラメータは、停電に対する保護のため、内蔵のEE-

PROMに保存されます。IP65で保護されているVKIA405は、要求される

legal-for-trade（商取引に適した）要件から外れた、簡単な計量および

監視タスクに適しています。

簡単な取付け作業
このアンプは、工場での基本的な校正が行われた状態で納品されます。

校正は、ソフトウェアコマンドによるか、またはウェイトを使用した実

際の調整作業を通して行います。

高速、シンプル、そして正確
試運転中に、偏心誤差が補償され、計

器の計量が実行されます。偏心誤差を

補償するため事前に準備された抵抗

ネットワークを利用することが可能で、

このネットワークはワイヤブリッジを

開くことによってアクティブになりま

す。設置場所の機械的な構造に誤差が

あると、偏心誤差が発生するのが一般

的です。試運転中に必要となる偏心誤差の補償および調整は、以下に示

す4段階で迅速に実行することができます：

1.  四隅に荷重をかける

2.  ダイアグラムから補正値を読み取る

3.  バランス抵抗をアクティブにする

4.  はかりに指定された荷重をかけて、

ソフトウェアを経由して計測値を受け入れる

コンピュータの接続
VKIA405は、RS485通信の2線インターフェースを使用して上位のコン
ピュータに計測値を送信することができます。これにより、コンピュー

タ支援の順序選択および保管配置が可能になります。 

 

  Reiner Schrod、HBM

詳細 - www.hbm.com/jp

活躍中の計量技術 VKIA405を使用した自動管理倉庫の安全性
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データ転送の安全性を確保する
自動計量機器は、オートメーションシステムに一体化されている場合が

ほとんどです。計測プロセスの開始と停止は、すべて自動的に行われます。

こうしたオープンシステムを検証して不正行為から保護する場合、一定

の規模までは必ずソリューション全体として実行する必要があります。

したがって、はかりはそれ自体で保護しなければなりません。ロードセ

ルとDWS2103は相互にデータを交換し、データは最新の「解読不能な」
アルゴリズムによって暗号化されます。この処理では、AES（Advanced 

Encryption Standard）の暗号標準化プロセスにしたがって、256ビット
の暗号化キーが使用されます。検証に必要となるすべての計量データは、

日付および時間と共に暗号化され、内部的に保存されます。これにより、

ごまかし操作を記録して追跡することが可能になります。

コスト効率の良い統合
簡単なソフトウェアコマンドによって複雑なシステムにはかりを統合する

ことができます（標準的なソフトウェアが使用可能）。またAEDエレクトロ

ニクスを使用することで、アナログのロードセルをデジタルのDWS2103
に接続することが可能になります。HBMでは、費用のかかる書類作成作

業なしで認定済みの計量機器が得られる、コスト効率の良いオプションも

提供しています。FIT /AEDおよびDWS2103から成る商取引に適した計測
チェーン用の承認 *が利用可能で、これを低コストで転送することができ

ます。

将来を見据えたソリューション
検証済みデータを、デジタルシステムによりワイヤレスで転送すること

が初めて可能になりました。これで上位の制御システムへのWLAN接続

を経由して施設や資産を管理することが可能になります。さらに、はか

りとディスプレイを空間的に隔離するためにもWLAN通信を使用するこ

とができます。これにより、厳しい環境下でのケーブル敷設が不要にな

ります。また複数のはかりでディスプレイを共有することも可能となり、

さらに商取引に適した計量ステーションをソーラーエネルギーや燃料電

池で運転することもできます。電力供給が不確実な地域や電力へのアク

セスが全くない地域にとっては、理想的なソリューションだと言えます。

 Reiner Schrod、HBM

詳細 - www.hbm.com/jp

DWS2103を使用してPLC制御のオープンシステム内に
商取引に適した計量システムを獲得する
船舶の荷下ろしやバルク商品の積み込みなどの際には、数億円単位の高価な商品が自動計量機器で処理されます。した
がって商品流通過程で使用する計量用機器に対しては、ごまかし操作や詐欺行為を防止するために可能な限りの検証と
保護対策を実施する必要があります。DWS2103デジタルスケール表示装置は、アナログロードセルまたはFITデジタル
ロードセル用のAEDソリューションと組み合わせて、商取引に適した（legal-for-trade）計量ユニットを形成します。
このユニットは、セキュリティーを強化するためのWELMEC 7.2データ暗号化要件にも適合しています。

デジタル計量技術 ごまかし操作への耐性とMIDへの適合

* P
TB
承
認
が
近
日
中
に
利
用
可
能

AEDデジタル変換器用
エレクトロニクスを追加

アナログロードセルに…

FIT® PW20i

PLCデジタルロードセル

CAN Open 

Profi bus 

RS 485 

Device Net

DWS2103

承認済みの商取引に適したユニット

ワイヤレス転送が可能

HBMに
よるセキュ
リティー

ワイヤレス転送が可能
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PW15製品群のデジタルロードセルは、充填および
点検アプリケーションで高ポイントを獲得

堅牢、コスト効率、精度
PW15AHi新型ロードセルは、密閉カプセル

構造を持つ保護等級 IP68Kのステンレス製

ハウジングに収納されています。機械的な

寸法と電気特性は、アナログタイプの姉妹

機であるPW15AHと全く同一で、そこに完

全にデジタル化された内蔵の信号処理装置

が追加されています。精度はOIML C3規格
に適合しています。

ダイナミックプロセス用のフィルタ
充填機内で計量を行うことは、非常に動的な信号曲線から迅速に計測信号を

選択して評価することを意味しています。PW15AHiは、特にデジタルフィル

タを内蔵している点で競合機種を一歩リードしています。この内蔵デジタル

フィルタは、マルチヘッド計量装置、充填機、および計量チェッカー用とし

て特別に開発されたものです。PW15AHiは、最大で1秒当たり1,200回の計
測を実行することができます。

プロセスの最適化
充填機では、プロセスの開始時における迅速な充填と、目的の充填重量になっ

た時の正確な停止、この組み合わせが非常に重要です。大流量での充填と小

流量での微調整をどのように制御するかがプロセスの決め手となります。

PW15AHiは、大流量／小流量信号を持つ充填機を支援して充填プロセスを最

適化します。充填機が様々な包装サイズ用に合わせて設定されていると、学

習機能によって新しいフォーマットへの適応が非常に楽になります。ロード

セルは、その計測データをCANOpenまたはDeviceNetのようなフィールドバ

ス接続、またはRS485インターフェースを経由して上位のPLCに転送します。

フィルタはパラメータ化されており、学習機能は逆方向で作動します。ユー

ザーは、無料で提供されるAED Panelソフトウェアを使用することで時間と

経費を節約することができます。このソフトウェアには、ロードセルのセッ

トアップとパラメータ化、さらに解析などの機能が含まれています。 

デジタル計量技術 PW15AHi ‒ デジタルインテリジェンスから得られるメリット

PW15AHiは、これまでのアナログ PW15 ロードセル・
シリーズをデジタル化し、インテリジェント面を強化し
た製品です。このロードセルは特に「充填および点検」
タスク用の機能をサポートしているため、充填および包
装システムにおいて、インテリジェント計量チェッカー
またはマルチヘッド組み合わせ計量装置として使用する
のに適しています。

柔軟性による自由度
計量プロセスは、光障壁などからのトリガー信号によって開始します。

プレトリガーとポストトリガーの両方が利用可能で、これがシステム

のセットアップにさらなる柔軟性を加えています。

不利な環境下における計量のコスト効率
PW15AHiは、FITデジタルロードセルシリーズに含まれる製品で、

その優れたコスト効率、保護等級 IP68、そしてコンパクトな設計は、
このシリーズの強みとなっています。こうした特長により、充填や計

量、包装などの作業では、困難な使用条件下でも非常に良好な価格対

性能比を実現しています。

 Bernd Knoll、HBM

詳細 - www.hbm.com/jp

PW15AHi

最大計測回数

1,200 回／秒
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活躍中の計量技術 オンボード計量における安全性

オーストリアのTROPPER社では、HBM製のオンボード計量技
術を装備した配送および混合用の車両を使用して、注文通りの
正確な分量を顧客に届けています。

TROPPERは、バルク材料を扱うためのサイロコンテナを建造しています。そして、

TROPPERの強みは、個々の輸送および混合用車両にオンボード計量システムが

搭載されていることです。この内蔵スケールは商取引に適したものでなければ

ならず、さらに高い信頼性、堅牢性、耐久性を備えていなければなりません。

いつでもどこでも重量決定が可能
オンボード計量システムを備えた車両では、顧客ごとに注文通りの正確な分量

を積み込むことができるため、巡回配送がより経済的になります。Tropper社の

オンボード計量システムは、EUの校正クラス IIIをサポートしており、必要な配

送データを品質保証システムにしたがって適切に記録します。

課題
オンボード計量では、はかりを車両のコンテナの骨組みの下に取り付けます。

ロードセルは、輸送中の強い振動や衝撃、さらには風雨や高圧洗浄といった厳

しい条件にさらされますが、そうした中でも一貫して正確な計測結果を提供し

続ける必要があります。

解決策
オンボード計量の中核部分は、数台のHBM RTN C3リングトーションロードセ
ルです。Tropper社の技術部長で車両初期検査の担当責任者であるJosef Vogl氏

は、非常に満足して以下のように述べています：HBMのソリューションは非常

に信頼性が高いですね。過去数年間は故障が完全にゼロでした。それと、HBM

製のRTNは信じられないほど正確です。競争力の点で信頼性は明らかにメリッ

トですから、RTNの持つこうした強みが、私たちの市場での立場をさらに強固

なものしてくれます。

TROPPERは、最高レベルの信頼性を得るために
RTNロードセルを使用

 Dietmar Pregartner、HBM

詳細 - www.hbm.com/jp

_  出力抵抗が4kΩでは非常に高インピー

ダンスであるため、RTNの消費電流は

非常に小さくなっています。したがっ

てRTNは電池式の移動アプリケーショ

ン用として完璧だと言えます。

_  あらゆる方向からの荷重に反応する溝

付きストレインゲージ。RTNは、ロッ

ド形状のロードセルでは発見できない

ような荷重も記録します。

_  2.85mV/Vでは、RTNは非常に高い出

力信号を持っています。したがって信

号対雑音比が大きくなり、非常に高い

精度を実現します。

RTNリングトーションロードセル
 ─ 多目的設計


