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Single point load cells from HBM –
at home in weighing technology

New products, applications, information …
…HBMから計量の世界へのお誘いです。この中から、お客様の用途にあった製品や、
たくさんの使用例、お客様の解決方法などを発見してください。



Editorial

これはまた、安価な製品への熱狂を助長させていま
す。突如、骨の折れるユニバーサルな品質要求に応え
た高精度な製品の供給は、もはや現状に合わなくなっ
た様に見えます。計量技術分野の市場分析をした時、
自分自身に問いかけました。「良品質と低価格は本当
にもはや二つの違ったファクターではないのか？」し
かし今、私はこれらは依然と二つの完全に違ったファ
クターであると確信するに至ったのです！　市場規模
の成長と共に、極めてシンプルにこの二つのファクタ
ーは、それぞれの分野として特徴を作り上げ、その中
での競合が始まっていたのです。経済情報によると、
例えば、工業用計量器の売上高で“シンプルスケー
ル”は38.4%のシェアを持ちます。高精度なシステム
関連を見る限り、こちらの分野においても既に大規模
な市場でありながら更に需要は高まっており、システ
ムユーザーの要求はより早くより正確なシステムへと
向いています。市場での革新的な完成品の成功のた
めには、この二つのファクターが完全に単独の違った
分野であることは議論の余地がありません。このこと
から、我々は、我々の市場の中で、お客様が必要とさ
れるより有益な特化性を持っていただくために、これ
まで以上に製品の開発と販売に専念していきたいと
思っております。

この計量特集版に掲載した項目は、この特集に合わ
せて特別に選び抜いたものばかりです。革新的なスト
レインゲージを使用したHBMのロードセルのシング
ルポイントロードセルは、特別な計量技術分野の要求
の中で高い評価を得ています。

また、項目の中には、HBMの新しいロードセルを使用
することにより決定的で特徴的な性能を見出し、食品
・飲料・パッケージ関連工業で使われる高精度な計量
機器を開発した例もございます。そのパイオニア的な
例を、それぞれのカスタムセンサ技術の説明の中で、
いくつかご紹介させていただいております。

読者の皆様方にはこの最初の計量特集版をお楽しみ
頂き、さらにはお客様にも新しい成功のインスピレー
ションを感じていただけましたら幸いです。

敬具
André Schäfer

読者の皆様へ

この度、私どもが最初に発行したHBMマガジンの計
量特集版をお手にしていただき、大変感謝いたしま
す。今後も、お客様へ計量分野での新製品や使用例、
ご提案などを提供できるよう、努力をしていく所存で
す。

1950年、一人の技術者である Karl Hottinger （カー
ル・ホッティンガー）が、Bavaria地方の　Vogtareuth 
という小さな町に、Hottinger Messtechnik と言う名
の会社を設立しました。1955年、現在のDarmstadt
（ダルムシュタット）に移り、ストレインゲージとスト
レインゲージ技術を駆使した変換器の製造が始まり
ました。この時から、HBM は新しい柱として計量関連
技術及び製品の開発・製造に取り組んで参りました。
続いて、市場の機械的計量技術から電気的計量技術
への素早い変化に対し、HBMは決定的な貢献を行う
ことができました。そして過去40年以上に亘り、計量
技術分野においてHBMは世界のリーディングカンパ
ニーと評価されるに至りました。

この分野は急速にまた変化をしています。主要工業
での安価な指示計需要が、まだまだ市場が飽和状態
になるには遠いと明示しています。それと同時に新し
い需要先として、アジア各国が急速に成長し、またそ
の供給量も成長させています。しかし出回るのは少し
づつ何かを変化させただけの平均的な製品レベルで
す。 Dr. André Schäfer, 

Head of Product Marketing
for Transducers & Sensors
（アンドレー・シェーファー、工学博士
　変換器・センサ製品マーケティングマネージャー）
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新製品

秤の型式申請は、HBMのシングルポイントロードセルで
あれば、試験成績書に基づいてロードセルの本体に貼
られた銘板と、OIML認証済みにより簡単になります。そ
のデザインと個々に施された四隅調整により、〝シング
ルポイントソリューション〞として、様々にデザインされ
た近代型プラットフォームスケールにそのまま使用する
ことができます。

HBMストレインゲージ技術の優位点

HBMのシングルポイントロードセルに使用されているストレ
インゲージは、特に秤メーカーの度量衡要求に適応したもの
です。非直線性や繰り返し性を始めとした全ての計量技術に
於ける仕様は、限りなく小さな誤差に留まっています。

メタリックストレインゲージは、ロードセルのデザインを小さ
な変位と高い固有振動数にする推進役を果たし、ダイナミッ
ク計重への使用を可能にしました。起歪体は特別なアルミニ
ウム合金で、ロードセルのロングライフと、見込まれる作業上
の故障を限りなく小さくすることを実現しました。

お客様のニーズにあった適切なロードセル

HBMのシングルポイントロードセルは、様々な接続ケーブル
長が用意されており、4線式の製品もあれば、長いケーブルに
は6線式がデザインされています。いくつかのシングルポイン
トロードセルをパラレルで接続する際には、〝出力バランス〞の
オプションが可能です。また、製品によっては防爆仕様もござ
います。

HBMは何十年もの間、商取引秤用に、また食品工
業用や医薬品関連用に精密で安価なシングルポイ
ントロードセルの開発・製造に取り組み経験を積ん
できました。この経験はしばしば秤メーカーとの共
同開発により、秤部品の開発に貢献しました。

シングルポイントロードセル：
ご家庭の中にもHBMの計量技術が
生かされています
Bernd Knöll

PW2D、PW6Dシングルポイントロードセルの
典型的な応答波形

HBMのダイナミック計量用シングルポイントロードセルの典型的
な振幅周波数の応答曲線
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新製品
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PW10A, PW12C, PW16A

_ 幅広いオプション選択が可能

_ 防爆仕様有り（ATEX Zone 1＋21、Zone 2＋22、
non-conductive dust）

PW2C ..., PW6C ...

_ 静的アプリケーション用

_ マルチレンジアプリケーション（MR）用に高精
度で低い温度影響

_ 過負荷防止機構付き

PW15A

_ ステンレススチール製

_ 防爆仕様有り（ATEX Zone 1＋21、Zone 2＋22、
non-conductive dust）

PW15AH

_ ステンレススチール製

_ 完全溶接密閉型

_ 保護等級IP68とIP69K（試験成績書が貼付されます）

_ ケーブルプロテクションシステムのオプションが可能

PW2D ..., PW6D ...

_ ダイナミック計量・高速計量用

_ 最小公称変位で高い固有振動数（世界的に
HBMの独占技術）

ご希望の最大容量、プラットフォームサイズ、設置部が
許容する高さによって、PW2C/DかPW6C/Dをお選びい
ただけます。

新型をご一覧下さい：

PW22C

ダイナミック計量・高速計量に新風をもたらす新しい
シングルポイントロードセルです。

_ 最速計量を可能にした最大固有振動数

_ 最高の信頼性と耐久性を保持するための過負荷防
止機構

_ 最高精度
  （マルチレンジアプリケーション用の最小目量）

_ 偏心過負荷に強いデザイン

_ 高速パッケージマシーンに適した幅の狭いデザイン 

_ コンパクト設計
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FIT®/0

FIT®/1

FIT®/4

FIT®/5

データバス

AED_Panel32

FIT® ロードセル

経験から学び続けて
最新のFIT®は、更にユーザーの使い勝手をシンプル
にする特徴が付加されています。 

_ コミュニケーションインターフェースが拡張され
ました。現在のFIT®では、RS232-C、RS485　
4線式、CANopen、デバイスネットインターフェ
ースが選択可能です。

_ 出力値が拡張され、現在は1秒での計測値が
600から1,200の間で調整が可能です。

_ 50種類のデジタルフィルタオプションがあり、
機械的に発生する余計な振動を除去します。

_ 二つのノッチフィルタが、特定した範囲の外乱周
波数を取り除きます。

FIT®は新しいトリガ機能を持っています。

2つから4つにトリガ機能（2×プリトリガ、2×ポスト
トリガ）を増やしたことで、チェッカーで違ったサイ
ズのパッケージを計測する際に、データ収集と便利
さが増しました。

FIT®：全てのダイナミック計量・高速
計量アプリケーションに
Eckhard Akkermann

FIT®デジタルロードセルは、ダイナミック計量・
高速計量用として、食品工業界では長年に亘り好
んで使用されています。FIT®デジタルロードセル
は、高速で正確に計量が求められる高速チェッ
カーやマルチヘッドスケール、青果などの選別機
などに、簡単に組み込み使用できるようにデザイ
ンされたものです。

FIT®はまた、バッチプロセスのモニタリングやコン
トロールといった複雑な仕様にも適応します。余
計なコンピュータアシスタンスは必要有りません。

たくさんの付加機能：
FIT®デジタルロードセルは新し
いコミュニケーションインター
フェースを持っています。

信号分析用計測チェーン

A) プリトリガを使って
B) ポストトリガを使って

ダイナミック計量

デジタルロードセルFIT® はこんな所に…
…充填機
…スライス及び選別マシーン
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トリガレベル

プリトリガを使って… 
…ベルトの早さやパックのサイズ、それまで使用して
いたフィルタなどにより、設定時間と計測時間を修
正または設定します。計量プラットフォームの光電ス
イッチが入った時か負荷が超過した時から、データ
収集のトリガが始まります。

ポストトリガを使って…
…計測データ曲線が分析され、計量プロセスが完
結した時、既存の値から自動的に結果が確定されま
す。荷重が本来予測される荷重に落ち着いた時、あ
るいは計量プラットフォームの光電スイッチ終盤から
データ収集のトリガが始まります。ポストトリガは設
定時間と計測時間の修正・設定を容易にします。

FIT® の更なる特徴
_ ダイナミックゼロトラッキングは、行われている
計量プロセスを中断させる事無く、長時間の安
定性と計量精度を確実にします。

_  4つの調整可能なリミットスイッチは、選別機の
仕様には最適な機能です。

RS-232

AED-Panel32:
基本的なドージング
パラメータ
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FIT® 完成されたコントロール機能を通じて

FIT®デジタルロードセルはそのマルチ機能が生かさ
れたとき、複雑な充填機でのチェックや正常な工程
管理、ドージングや充填工程での中断といった問題
解決に対し、広範な機能を発揮します。処理機能は、
充填される中身を認識し、どのタイミングが要求さ
れ、継続的かつオートマチックに要求された充填プ
ロセスパラメータを処理することを、精度と時間を
配慮しながら学習します。

AED-Panel32…
便利なコントロールソフトウェア

Windows®をベースにしたHBMのAED-Panel32 ソ
フトウェアは、ダイナミック計量・高速計量アプリケ
ーションに必要とされる要求に、特に適した機能を
ご提供します。このソフトウェアによって、個々の技
術的な計量パラメータ設定、秤の校正、動的時間や
周波数分析などの便利なツールとして機能したり、
印刷物にしたりできます。
FIT®のダイナミック計量・高速計量に関する更なる詳
しい情報は、次のページでご覧下さい。

… with FIT® load cells

A) プリトリガを使った信号分析 B) ポストトリガを使った信号分析



ダイナミック計重

チェッカーのフィルタ無し
での信号

…フィルタを欠けた信号

フィルタ無しの
信号で周波数分析

8 ]

HBMのAED-Panel32ソフトウェアは、関連する
全ての秤のパラメータにアクセスできるだけでな
く、お客様が必要とする計測信号の分析や、機械
的に発生して妨害となる振動応答の情報を入手す
ることができるようになります。

便利さを求めて

AED-Panel32
コントロールと分析用ソフトウェア

計測結果を素早く入手
精密な分析器無しで周波数分析をするための高速フ
ェーリエ変換解析（FFT）だけでなく、トリガパラメー
タ設定や、ドージング／充填パラメータ、4つの調整
可能なリミットスイッチを使用することが可能になり
ます。

様々なお客様のアプリケーションに適合
実際の計測タスクやアプリケーションに簡単に付加
するために、最適な条件を5つの違ったフィルタレベ
ルから選択できます。バスモードで使用可能な完成
されたマルチチャンネル計測機能があります。計測
値やパラメータ、分析が簡単にPCへ格納あるいは印
刷することができます。

統一された操作性
全てのAEDとFIT®製品ファミリーは、同じ言語として
スタンダード化されたコミュニケーションコマンド
を使用しており、AED-Panel32でのコントロールと
分析がシンプルに行える構造になっています。

お客様のご質問に素早く解決を
全ての必要な資料は、HBMのホームページにアクセ
スしていただき、左側の「製品-ここをクリック」の
「計量用エレクトロニクス」をお選び下さい。

www.hbm.com/jp

ダイナミック計重・高速計量データ
収集用コンポーネント
Eckhard Akkermann



AED103C 電子式デジタル変換器（アンプボード）
は、工業用アプリケーションでの計量技術に、精
度とスピードにおいて革命をもたらしました。

… with new products

NEWNEW

AD104C

AD105C

AD103C
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高精度な計測を

マルチ機能

AD104CとAD105C
アンプボード 

充填とドージング…

AD103Cは、難しい充填やドージングのアプリケーシ
ョンにでさえ、他の概念よりも複合性と高精度な計
測を実現しました。

…新しいパフォーマンスと共に

AED103C電子式デジタル変換器の計測結果は、0.5
μV/eの入力感度で、EN 455501（R76）に基づく精
度等級が10,000dです。インターフェースによります
が、ボーレートも1,000kbaudと改善されています。
内部ゼロトラッキングは、進められている計測プロ
セスを中断することなく、高精度な計測と長時間安
定性を保ちます。Dサブ25ピンプラグが、AD103Cと
既存のRS232-Cインターフェースとの接続を可能に
します。

様々な用途に対応するインターフェース

AD103Cは、RS232-C、RS485 4線式、Profibus、
CANbus、デバイスネットインターフェースなどを装備
した4種類のハウジング（AED9101B、AED9201A、
AED9301A、AED9401A）に対応しています。ランニ
ングプロセスの診断はRS485 2線式インターフェー
スを通してできます。

AD103C
電子式デジタル変換器

高められた機能…
…アンプボードとアナログ出力のロードセルを合わ
せることで、デジタルオールラウンダーにすることが
できます。

4つのトリガ機能と調整可能な2つのリミットスイ
ッチを備えることで、アンプボードが既存の装置に
HBMデジタルコンセプト（FIT®とAED）を付加するこ
とができます。

一度に利益を
調整可能な200値／秒までのサンプリングレート、
扱いやフィルタモード、分析、オプション設定など
が、ドージング／充填機に対してシンプルかつ簡単に
フィットします。

フレキシブルなインターフェース選択

AD104CはRS232-CとRS485 4線式インターフェ
ース、AD105CはRS485 2線式がご利用いただけま
す。

新しいAD104CとAD105Cアンプボードは、既
存の製品と完全にコンパチブルで、HBMの計量
 アンプ製品にとぎれのない幅と新しい側面をも
たらしました。



ヨーロッパに広がる認可済み医療用計量 

SLSはバッテリー駆動で、表示機能を持ち、商取引お
よび商取引外の両方に使用できるスケールです。商
取引用では、最大容量200kgで100g目量のシングル
レンジバージョンと、最大容量320kgまでで200g目
量を併せて持つマルチレンジバージョンがあります。
OIML R70に適合したPTB（ドイツ物理工学研究所）の
テストレポートの添付もご要望に応じて可能です。

ご要望により初期認証も添付可能です。
ドイツのHesseにあるWeights and Measures Depart
ment（検定所）の認証により、オプションサービスと
して、HBMは商取引用に使用するための製造者として
の最初の秤認証に関する書類の添付やマーキングを
施して提供することができます。

秤はいかなる場所やアプリケーションにも簡単に設置
することができます。一度認証され、重力加速度補正
がなされてインストールされた秤は、あとは何もする
ことはありません。

あらかじめ重力加速度を指定していただければ工場出
荷時に補正をすることもできますし、一連のトレーニ
ングを受けていただいた後に、お客様によって重力加
速度補正をしていただくことも可能です。これにより、
商取引用途での使用の幅が広がります。

SLSはマルチ機能スケールですので、医療関係のみな
らず、他のあらゆる計量・計測分野においてご使用い
ただけます。
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NEW

新製品

Mobile lifter with sling scale

リフティング及び計量：
SLS リフティング用マルチ機能スケール

Rudolf Almendinger

新製品のSLSリフティング用マルチ機能スケー
ルは、クリニック・病院やホームケアセンター
での患者様の体重計測等、医療用の計量に
幅をもたらす製品です。患者様用のリフティ
ングシステムに予め設置するか、既存のシス
テムにオプションとしての後付も可能です。
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ヘビー級：
重量タンクのレベル計測に使用さ
れるC16タンク計重用モジュール
Reiner Schrod

タンク計重用モジュールは、最大容量は20tから
200tまでのご用意があります。この容量帯は、タン
ク計重としては構造のデザインによりますがおよそ
1,200tまでの計重を可能にし、また商取引目的とし
ても使用可能です。

全ての機械的な許容仕様データは、DIN 18800に基
づく要求に適合し認証されています。

HBMのタンク計重用モジ
ュールは、実用的なデザ
インにより特徴付けられ
ています。

レベル計測

HBMの重量級タスクのエキスパート…
建設工業タンク、石炭貯蔵、液体、ガス…　C16タン
ク計重用モジュールは特にタンク計重の要求に応え
る特性を持ち、あらゆる計重分野においてお使いい
ただけます。

…あらゆる用途に適合できる構造
全てのタンク計重用モジュールは、鉄の亜鉛メッキ
加工製であれステンレススチールであれ、典型的に
風などで起こりやすい横応力をステイロッドで吸収
しつつ、タンクの構造にフィットします。浮き上がり
防止機構はアクセサリとしてデザインされており、ご
要望に応じて簡単におつけいただくことができます。
モジュールの計重心臓部はC16自己佇立型ロードセ
ルで、様々なバリーションが選択可能です。

C16タンク計重用モジュールの主な特徴
_ OIMLに基づく精度等級　D1、C3、C4

_ 防爆仕様ATEX95 Zone 1+21、Zone2+22

_ FM認証（アメリカでの防爆仕様）

_ 耐圧防爆仕様

_ デジタル出力

タンクの分野では、膨大な費用をかけることなく
内部貯蔵品の質量の一致、正確性と素早さを得
た計測をするために、重量レベル計測が確実性
の高い計測方法となっています。



圧縮プレートに装備され
たHBMの力変換器

命を救う：人命救助にHBMの
力変換器が使われています
Rudolf Almendinger

調整された力…
しかし、心臓マッサージを安全かつ有効に行うため
には、正確なマッサージ部を識別するとともに、正確
に計測された正しい力をかけ続けることが重要です。

…カスタムセンサと評価ソフトウェアを使って
モニタリング
命を救う事とその後に発生しうる後遺症とのつなが
り、それをHBMのスペシャルカスタムセンサを用いて
解決したのが、人命救助用具やそのトレーニング機
器に特化しているノルウェーのLaerdal Medical社で
す。関連の評価ソフトと併せて使用することにより、
救助隊員は即座に圧力の効果をモニターすることが
できます。

応用計量技術
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誰にでも起こりうること－それが心停止です。そ
こで要求されるのは最大のスピードです。特に訓
練を受けた人命救助隊員は、人命救助で最も大
事な手法の一つ、心臓マッサージに相当なプレッ
シャーを受け、時間を注ぎます。

センサへの要求… 
このタスクを完璧にするためのセンサを作ること
は、容易に聞こえますが、実は本当は大変なことでし
た：

_ 軽く、小さく、長期使用ができること、しかしま
た間違いなく700Nまでの力を伝達する十分な
安定性

_ 逆体勢でも使用できるような堅牢性、そして計
測結果にダメージを与えることなく体重を支え
ること

_ 国際的な製品として供給するために、医療器具
として認可を受けるに必要な書類を容易するこ
と

HBMとお客様との協力による解決は、最大容量
70kg・過負荷容量を150kgまでとして、特別なデザイ
ンのダブルベンディングビーム型センサDF2を使用す
ることでした。



他の特徴もさることながら、このマルチ機能を持った
調理器は、6kgまでを5から20gの段階で量ることので
きるキッチンスケールの役割も果たします。この機能
を可能にしたのは、HBMのセンサを3つ使ったからで、
レシピが要求する部材の重さを最後の1gまで計量し
記憶します。

品質と耐久性…

Vorwerk社の戦略的目標は、製品ユーザーに品質と耐
久性を確実にすることで、それは12種類以上のキッチ
ン用機能を装備した〝Thermomix〞にも受け継がれて
います。そのためVorwerk社は、製品品質の確立して
いるHBMにその助けを依頼しました。高い基準が計

量用センサに求められました：ミキサーの回転数は
10,200revs／minまで上がり、稼働中の熱は100度に
達します。もちろん、それらはまた、食品工業において
求められる高い基準に従うものでもありました。

…そして週30,000個のロードセルが
注目すべきは、この〝オールインワン〞キッチン機能の
決定版が人気を博した売れ行きを見せ、そのペースに
合わせて計量センサの製造が間単に維持できたこと
です。2004年末に新型〝Thermomix〞が発売されて以
来、この調理器具の売上げは継続的に伸び続け、その
年間売上数は当初の希望を遙かに上回る500,000台
に達しました。これに伴い、週単位での計量センサの
製造量は30,000個に達し、安定した供給を維持して
います。

正確さ：
3つの計量センサが〝Ther
momix〞のベースプレート
にはめ込まれ、材料の計量
に使われています。

ベストセラー：
〝Thermomix〞
－Vorwerk社のマルチ
機能型キッチン器具

多機能電気調理器具 
〝Thermomix〞用
計重センサ

応用計量技術
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HBMのセンサは、Vorwerk社の「世界で一番
小さなキッチン」で親しまれる〝Thermomix〞
の革命的成功に貢献しました。

コンパクト調理器具用
HBM計量センサ

Rudolf Almendinger



工場のオーナーや関係者に於ける究極的な重要性
は、万が一にも工場内の設備に何かが起きた場合
に、技術的な変更など無しにできる限り早くライン
の復帰を行い、停止に伴うコストダメージを最小限
に食い止めることです。

まだ古いロードセルをお使いですか？
しかしHBMのロードセルでさえ、〝永遠〞という言葉
は有りません。悪環境から来る影響や粗雑な扱いな
どを受けながらの長期間使用により、ロードセルの
機能を弱めてしまうことも否めません。

お客様の将来をHBMが守ります
そこに、HBMが未だ、C3HやZ3Hと言ったロードセル
を、長寿命を好まれる分野で使っていただくために
製造し続けている理由があります。例えば、40年以
上も稼働し続けていたC3Hがついに動かなくなった
場合、HBMは素早く、1つからご希望の数量を生産供
給いたします。

これは工場のオーナーや関係者を、長引く稼働停止
や面倒な書類の提出、機械やプラントの変更などの
心配から遠ざけ、生産に集中していただくことがで
きます。

このようなサービスが提供できる計量技術分野の会
社は、他には見あたらないでしょう。
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過酷な環境下で稼働し続けるHBMのロードセル

耐久のベテラン－
HBMのC3Hロードセルは40年以上も
働き続けています。

高い信頼性：
HBMのロードセルは何十年も
休むことなく使われ続けています

Stefan Schmidt

品質と安全

関連する多くの短命製品の存在とは裏腹に、工場
は機械的オペレーションの幅を大きく広げ、ケミ
カルや鉄鋼プラントなどではプラントの長期安定
稼働を求めています。



完全な穀物の分析…
今やその流通経路で非常に大事なリンクとなるの
が、ドイツ・ミュンヘンに近いPuchheimに拠点を置
く分析のスペシャリスト、Bruins Instruments社が製
造している完全穀物分析器の使用です。水分、プロ
テイン、スターチ、脂肪分など穀物の成分を、分光試
験によってサンプルから確実に測定します。

この分析器の技術は、今や一つの重要な特徴として
拡大しています。特定されたサンプルの重量（ヘクト
リットルウェイト）から、害虫被害や変形した穀物な
どを測定することが可能です。これにより、定められ
たサンプル量を正確にかつ可能な限り短時間で測定
できます。

…HBMの計量技術を使用することで…
コンパクトなPW4シングルポイントロードセルは、度
量衡的に正確で、確実な秤計測をシンプルに設定し
ます。AD104デジタル変換器エレクトロニクスは、ロ
ードセルの計測信号を増幅しそれらをデジタル変換
します。またAD104ソフトウェアは、幅広い秤の機
能とダイナミックフィルターアルゴリズムを提供しま
す。デジタル変換された計測データはそのまま分析
器へデジタル送信されます。

…市場へ素早く：

HBMのコンポーネントはお客様の用途に合わせて完
璧に一つ一つ作り上げられます。その際に合理的な
製品のご提案、最終評価試験、日々のオンラインサ
ービスなど、適切なアシストをご提供します。これは
お客様がより早く製品を市場に出すことに貢献しま
す。
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理想的なチーム：
HBMのPW4KRロードセルと
AD104エレクトロニクス

Bruins Instruments 社の
完全穀物分析器

小麦と剥き殻の分離：
品質管理にHBMの計量技術が
使われています

Hermann Merz

応用計量技術

穀物類は世界中で生産され、商品市場で取引され、
複雑な経路をたどって加工業者へ引き渡されます。
量はもとより、主としてはその生での状態の品質
が価格を決めるファクターとなります。



ロードセルには、推奨基準、安全基準、環境保護に
関する基準など、ラベルに仕様をマーキングする上
でいくつかのスタンダードが有ります。HBMロード
セルの銘板を変更あるいは特別な仕様を付記する場
合、表示内容を考慮しつつわかりやすく表記していま
す。

HBMロードセルの新しいマーキング…
商取引用ロードセルがOIML R60に基づき正しくマ
ーキングされるとき、度量衡的データが製品に添付
されているか、いわゆる添付書類によりエンドユーザ
ーが確認できなければいけません。

…安全、一致、明白…
書類の管理は誰でも嫌なものです。そこで、HBMの
ロードセルでは、OIML R60に基づく関連要求データ
を銘板上に明示しています。これにより、市場内で監
査などが合った場合でも、エンドユーザーにとって不
明な点は無くなります。

…全ての要求に適合
もちろん、マーキングはヨーロッパのATEXやアメリカ
のFMといった防爆仕様の要求にも合致しています。

製品番号を含んだバーコードは、お客様の規定に沿
った入荷検査や在庫管理に大きな助けとなります。
これからもHBMは、銘板の表記にさらに確実性を付
加する情報を追加していくことでしょう。

商取引用ロードセルは正しく表記：OIML R60に準拠した
HBMの新しい銘板です。

HBMオリジナルロードセル：
〝断固として〞間違いは起こりません

Reiner Schrod

品質と安全
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毎日製品を手にする度に、製品の詳細を明白に表
示（製造日など）したラベルの義務づけには感謝
の意を覚えます。それとは対照的に、その明白な
表示には隠された又は偽造防止の特徴もあり、お
客様がお持ちの製品が確かにご自身の要望した物
であるかを確実に示すものでもあります。



高い安全基準－追加コスト無しで
標準のATEX Zone 1+21バージョンは、今や追加料
金無しでUS仕様に基づく試験や認証マークを貼付
することができます。この基本はFMの認証と製品コ
ントロールによるものです。
防爆仕様認可済みロードセルは、使用できる分野を
大きく広げ、お客様のご要望に広範囲にお応えする
ソリューションをご提供します。

承認標準分類No.3610に従う適用の可能な防爆
エリア：

_ 本質安全防爆危険場所0種、1種：
Division1、分類：Class Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Group 
A、B、C、D、E、F、G、温度等級：T4

_ 危険場所2種場所：ClassⅠ、Division2、
Group A、B、C、D

_ 危険に分類された場所：ClassⅡ、Ⅲ、
Division 2、 Group F、G

FM認証を受けた
HBMのHLCロードセル

FM認証を受けてアメリカの危険区域
で使用されているロードセル

Reiner Schrod

FMとは何を意味するの？

FMはアメリカとカナダで適用される規格です。米国
労働安全衛生庁（OSHA: The American Occupation 
Safety and Health Administration）はOSHA規
定を策定し、Standard 29 CFRにより、電気装置、
電気機器に対する要件として、国家認定検査所
（NRTL: National Registered Test Laboratory）の
規定安全要件テストを受けた装置、機器以外は設置
できないと定めています。

これらが含まれます：

_ Underwriters 
Laboratories (UL)

_ Factory Mutual (FM)

他の認証にも問題はありません：

HBMは、ロシアへのロードセル輸出に対してもEX関
連認証を受けています。

より詳しい情報についてはお気軽に以下へお問い合
わせ下さい。
hbm-sales@spectris.co.jp

FM認証を受けたHBMのロードセルは工業プラ
ントで便利に使用されています。

品質と安全
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危険エリア内で使用されるロードセルは、厳重に
試験され、最終的には現時点でのガイドラインに
則した認証を受けたものでなくてはなりません。
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計測したい所にストレインゲージを
貼る場所が十分に無い？

LY7xリニアゲージは、材料試験に使用する目的でカ
スタムメイドされたストレインゲージです。ソルダリ
ング部（ハンダ部）はストレインゲージの両側に置か
れ、通常のタイプではケーブルの引き回しなどが必
要なことに比べ、ストレインゲージの貼り付けとケー
ブルの処理が簡単にできます。

より少ない接続－インストールの時間
を節約します

Tロゼッタゲージはしばしばホイートストーンブリッ
ジ回路内でハーフまたはフルブリッジに接続されま
す。XY7x Tロゼッタゲージであれば、双方の計測グリ
ッドが既に電気的に1カ所で接続されています。お客
様はより少ない接続をするだけで済みます。

応力の変化率はストレインゲージチェーンで
測定

KY8xとKY9xストレインゲージチェーンは、ソルダリ
ング部（ハンダ部）が完成されており、リード線付き
のゲージと同じように、新たにソルダーターミナルを
インストールする必要はありません。

新ストレインゲージ製品：
我々が持つ長年の経験から出る
お客様への利益

Dirk Eberlein

更なる情報はHBMのホームページの
 「ストレインゲージ及び関連製品」でご覧下さい。

www.hbm.com/jp

革新：
新しいストレイン
ゲージとサイズの
比較

新製品

NEW
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用途にあった形のストレインゲージ
を使って簡単にインストール
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…HBMのニュースレター

〝計量関連速報〞（他にもたくさんございます）

Always up to date ...

無料メールマガジンに是非ご登録下さい。

ご登録によってこんなメリットが得られます。

_ アプリケーションレポート

_ セミナー、展示会へのご案内・ご招待

_ HBMのサイトからご希望の資料をダウンロード

常にE-mailにて最新版を日本語でお届けします。

ご登録は
www.hbm.com/jp
の一番左下、「無料HBMメールマガジン」からどうぞ。

HBMサービス
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