
「ダブルレンジで計測したい」─そんな時はHBMのパーシャル校正サービスをご利用ください

民間初、最大400 kN・mの校正証明書発行をサポートできるHBMの校正サービス
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日本－ドイツのトレーサビリティ体系比較

HBM校正サービスのご案内
JQAの技術協力により日本で10 kN・m対応のトルク校正サービスを開始
校正証明書発行にかかるリードタイムを大幅短縮

•  校正施設：JQA （中部試験セン
ター（北名古屋市）） ※詳細裏面

•  お見積り：HBM事業部営業に
ご確認ください

•  お預かり期間：最短10営業日より
（輸送期間含まず）

•  必要な書類／梱包：校正依頼書
とともに納入時の梱包でお送り
ください

•  送付先：
　スペクトリス㈱HBM事業部
→A2LA校正証明書を添付し返却します

•  校正施設： HBMドイツ本社
DAkkS校正試験所

•  お見積り：HBM事業部営業に
ご確認ください

•  お預かり期間：2.5ヶ月
（輸送期間含む、標準的納期）

•  必要な書類／梱包：校正依頼書
とともに納入時の梱包でお送り
ください

•  送付先：
　スペクトリス㈱HBM事業部
→DAkkS校正証明書を添付し返却します

A2LA校正証明書をご希望の場合

【容量別の対応サービス】

DAkkS校正証明書をご希望の場合
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Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.  Auszüge oder Änderungen bedürfen
der Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums.
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the Deutsche
Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.
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A2LAは米国の試験所認定機関です。JQAはA2LAより、ISO/IEC 

17025に基づく校正機関として認定を取得しており、日本のJCSS

およびドイツのDAkkSと国際相互承認されています。

※400 kN・m超のトルクセンサの校正は、最高機関であるPTBのみ
  が対応可能です。詳しくはご相談ください。

2016年4月よりHBMは10 kN・mまでのトルクセンサの国内校正が可能になりました。DAkkS証明書の発行も従来通り行
っております。新規でトルクセンサをご購入の際の校正や、再校正をご希望の場合はHBMの営業担当にお気軽にお問
い合わせください。（詳細は裏面プレスリリースをご覧ください）

①10 kN・mまでのトルクセンサの校正：DAkkSまたはA2LA校正証明書が発行できます
②10 kN・mを超えるトルクセンサの校正：DAkkS校正証明書が発行できます（最大400 kN・m）

お問い合せ先：スペクトリス株式会社HBM事業部
〒101-0048  東京都千代田区神田司町2-6  司町ビル4F　TEL : 03-3255-8156　E-mail : hbm-sales@spectris.co.jp

HBMは製品データシートの中に、不確かさを構成するすべての項目を公開し、
ご利用環境における総合精度の判断をサポートしています。

www.hbm.com/jp

NEW

HBMのパーシャル校正サービスは、定格トルクよりも低レンジで計測される際、そのレンジにおける計測の不確かさを明確にしたいという
お客様の声に応える校正データの提供です。本校正サービスは、上記の校正依頼時にご要望の校正範囲を指定してご発注いただけます。

20 kN・m超の校正サービスはHBMのみ

計測の不確かさ

他の校正事業者
※2015年HBM調査

HBM校正試験所は、1977年にドイツで初めての「DAkkS校正試験所」に認定され、それ以来最も信頼された校正試験所として、DIN EN ISO/

IEC 17025規格に適合した、力・圧力・トルクおよび電圧比mV/Vの校正を行っています。HBMのトルクセンサ／変換器は、各国の国家計量標
準研究所の管理標準器として採用されています。
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世界最高精度クラスのトルクセンサメーカーHBM

JQAの技術協力により日本で10 kN・m対応のトルク校正サービスを開始
校正証明書発行にかかるリードタイムを大幅短縮

HBMはこの度、一般財団法人日本品質保証機構(JQA)の技術協力を得て、日本初の最大10 kN・m対応のトルク
校正サービスを開始します。1 kN・m～10 kN・m（最小計測値：2 N・m）までを完全にサポートし、精度向上に必要な 
「校正証明書」の発行にかかる時間を現在の2か月から10営業日以内に短縮します。

現状の課題
車両や発電システムのエネルギー効率向上に向け、動力部の精度試験はより厳しくなっています。精度試験には一般にトルクセンサが使われ
ますが、より広範な測定範囲で高い精度が出せる製品が求められるようになりました。通常センサメーカーが提供する「精度」は、こうした
判断材料としては十分でないことが多く、ユーザー側では期待した測定精度が得られなかったり、想定外の使用で故障に至るケースが報告
されています。センサの精度は、温度や湿度、振動、衝撃、電磁ノイズなど外部要因による影響を受けるため、これらを総合的に判断しなければ
なりません。HBMでは総合精度の判断に必要な仕様をすべて自社データシートに公開し、センサの購入時に「精度」に共通のものさしを持ち
込める校正証明書の添付を推奨しています。しかし証明書の発行には時間がかかり、リードタイムの短縮が望まれてきました。

HBMが日本国内で校正サービスをサポート
ドイツの高精度計測器メーカーHBMはフランジ型トルクセンサのパイオニアとして、日本国内では1995年から販売を開始しました。今日まで
大手自動車メーカーを中心に数多くのユーザーベースを獲得しています。同市場では厳しい開発リードタイムや高効率をめざした高精度設計
が課題であり、校正証明書の添付と発行リードタイムの短縮は極めて重要です。HBMはこうした状況を鑑み、日本国内で校正機器を提供し
サービスをサポートすることにより、校正証明書発行に必要なリードタイムの大幅短縮をはかります。
具体的には日本の校正サービスをリードする一般財団法人日本品質保証機構（以後JQAと表記）に、PTBによる精度証明を受けたトルク基準機 
（以後TCMと表記（Torque Calibration Machine）：10 kN・mまで対応）を貸与し、1 kN・m ～10 kN・m までの校正サービスを国内で完全にサポート
します。

導入の概要とスケジュール
2015年11月に、HBMはJQAの中部試験センター（所在地：愛知県北名古屋市）にTCMを設置しました。同機構はトルク校正機関としてまず
A2LA認定を完了し（4月を予定）、6月の本格稼働を目途に校正サービスを始めます。これによりHBMは国内最大容量の10 kN・mまでのトルク
校正を日本国内で提供できるようになり、証明書発行に必要な校正期間を従来の数か月レベルから10営業日以内に短縮します。なおTCMは、
HBM製トルクセンサの校正サービスだけでなく、他社センサを対象とした校正サービスにも対応可能です。
JQAは将来的にはJCSS登録に向けた準備も進め、最大20 kN・mを視野に入れた校正範囲の拡大を計画しています。

TCMの特長
今回JQAの試験センターに導入されたTCMはビルドアップ方式のトルク基準機です。国内では物理的にアームの先端におもりを載せて校正する 
実荷重方式が一般的です。この方式は原理的に最も高い精度での校正を実現できますが、寄生負荷などの外部影響を受けやすく、設定の変更
や保守にも相当な時間や工数がかかります。また容量が上がるとそれに応じた巨大なおもりを扱うことになり労力はさらに増します。
一方、HBMのTCMが提供するビルドアップ方式（参照比較）のトルク校正はこうした課題がなく、短期間で校正が完了します。しかも精度
（相対拡張不確かさ）はPTBレポートにより0.04 %と、ビルドアップ方式としては国内最高であることが証明されています。今回のTCMの国内
導入により、今後ビルドアップ方式のトルク校正の優位点が広く認知され、日本でも同サービスの利用が広がることをHBMは期待しています。
近い将来には国立研究開発法人産業技術総合研究所の技術協力により、国内校正サービスにおける精度面での検証をさらに深めていく
予定です。

なお、TCMの心臓部である参照トルク変換器にはHBMの製品が使われており、
PTBにおいて定期的に再校正することによりトレーサビリティを確保します。

校正対象
各種フランジ型トルクセンサ
各種軸型トルクセンサ

JQAの中部試験センターに導入された
HBMのトルク基準機TCM

JQAでもHBMトルクセンサ校正に関するお問い合わせを受け付けています

一般財団法人日本品質保証機構(JQA）
中部試験センター　営業課

〒481‒0043  愛知県北名古屋市沖村沖浦39

TEL 0568‒23‒0113   FAX 0568‒23‒1191
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