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Ready to measure …
ユニバーサル、パワフルで確実な計測
新世代のデータ収集システムが計測の世界を躍進させます

モジュール構造、フレキシブルデータ収集システム
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機械的なパラメータを確実に制御

材料調査、負荷データの測定、荷重テ
スト、モニタリングテスト、一般的なストレ
ス解析 ― QuantumX MX1615はこのため
の物理パラメータを収集できる、多目的
なデータ収集システムです。

ひずみゲージブリッジアンプは非常に
コンパクトで、モジュールタイプのQuan-
tumXデータ収集システムに統合できま
す。全チャンネルが10Vまたは30Vの電圧
信号とPT100の接続に対応しています。ま
たTEDSをサポートしており、センサ設定は
自動的に行います。

干渉効果に対する高い耐性を備え
ています
このひずみゲージブリッジアンプの特長
は特許取得済みの技術の採用にあります
が、これは準静的な計測に対応した搬送
波周波数（CF）方式や、全チャンネルでの
自動調整方式を装備した4線・5線・6線
技術に基づいています。このためMX1615
はインバータ、高電流、電動機械、温度の
影響といった電磁干渉や温度干渉の影響
に強い耐性があります。一方、マウスをク
リックするだけですべてのブリッジ回路に
直流電圧を供給できるため、動的な計測
にも使用できます。

計測ポイントへの接近が可能
計 測 ポイントか ら 離 れて い る 場 合で
も、QuantumX MX1615によるブリッジが
行えます。このアンプはEthernet TCP/IP
を介して素早くシステムに統合できるた
め、計測ポイントの近くに設置でき、セン
サのリード線の長さを抑えられます。

 more … www.hbm.com/jp/mx1615

ひずみ応力解析に最適：ひずみゲージブリッジアンプMX1615には、最大16個までの変換器や1ゲージ法（ク
ォーター・ブリッジ）、2ゲージ法（ハーフ・ブリッジ）、4ゲージ法（フル・ブリッジ）のひずみゲージを接続でき
ます。

新製品 ひずみ応力解析に最適：QuantumX MX1615
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MX879 Multi-I/Oモジュールには柔軟性の高い演算ユニットが
装備されており、リアルタイムで演算が行えます。接続モジュー
ルからのアナログ入力やバス信号なら、どのようなものでも即座
に演算し同時に出力でき、タイムリーな応答が必要な場合に最
適です。また機能ライブラリには、制限値やピーク値の監視を目
的とした信号分析機能も含まれています。

シンプルな操作を実現した総合ソフトウェアパッケ
ージ
ソフトウェアパッケージには、LabVIEW™のプログラマー用ドライ
バや、Visual Studio.NETが含まれています。HBMのソフトウェア
ツールcatman®EASYには、シンプルなパラメータ設定や操作、
視覚化、自動レポート作成までを行える解析機能が装備され、
演算や制御もパソコンからオンラインで行えます。

 more … www.hbm.com/jp/quantumx

計測結果にリアルタイムに対応

*  LabVIEW is a registered trademark of  

National Instruments Corporation

QuantumX MX879 Multi-I/O モ ジュール 新製品

Arburg社製の射出成型機は、プラスチック成型では世界トップの品質を保証してい
ます。同社は、自社製品のライフサイクルのあらゆる段階でQuantumX計測アンプ
システムを活用しています。

QuantumX MX840Aは製造段階において、移動型計測キャリッジ上でのフレキシブ
ル・エンドの組み立て工程で使用されています。QuantumX MX440Aは、射出成型
機の設定・調整用のサービスツールとして使用されています。

これにより、社内全体を網羅するデータプールが作成され、透明性を確保しながら
大幅な効率改善と品質向上を実現しています。

スタンダートな計測技術で実現する効率的なプロセス

計測やアクティブなテストの実行 ― QuantumX 
MX879 Multi-I/Oモジュールを使用すると、システムの
テスト中でも計測結果にリアルタイムに対応できます。
モジュールには、任意のパラメータが設定できる 
8個のアナログ出力（±10V）と32個のデジタル入出力が
装備されています。

タッチスクリーンで操作: WLAN統合機
能を装備した柔軟性に優れた計測キャ
リッジでの作業

Arburg社製のシステム： 
最新の射出成形機
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自動車、トラック、スマートフォンなどの電子部品のプリント基板は、移動中
に多くの試練に耐えなければなりません。ちょっとしたひび割れでも電子システ
ム全体が機能しなくなります。このようなことが起こらないように、メーカーで
はプリント基板の機械的安定性を検査します。HBMのひずみゲージを用いる
と正確な結果が得られます。

プリント基板の安定性

  ＝プリント基板上のひずみゲージ

技術トレンド
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車は石畳の舗装道路を走り、トラックはでこぼこの工事現場を動き
回ります。夏には高温に、冬には氷点下の寒さにさらされます。こうした
条件のすべてが、プリント基板を始めとする製品中の各部品に高い要
求をつきつけてくるのです。プリント基板は電子モジュールに不可欠な
要素です。振動と熱変形によって基板とその上の部品との間に小さな
ひび割れが生じ、故障の原因となることがあります。そのため、設計者
は試作品の段階で、機械的負荷の影響を正確に計測します。そうするこ
とで、プリント基板は負荷限界にいたるまで正常に機能し、製造工程で
も破損しないことが保証されるのです。 

機械的負荷の計測が有効なのは、何も車やトラックだけではありませ
ん。列車やノートパソコンも常に振動にさらされています。「基本的に
は、プリント基板とその上の部品との結合部すべてに破損やひび割れ
のリスクがあります」と、HBM製品マネージャーのChristof Salcherは説
明します。例えば、自動車の電子機器が小さなひび割れが原因で機能し
なくなると、多大なコストが発生する可能性があります。メーカーは供
給業者に対してプリント基板の機械的安定性の証明を要求するように

なってきています。「ひずみ量は、プリント基板の応力負荷を確実に予
測できる唯一のパラメータであり、ひずみゲージをプリント基板の上に
直接貼り付けて計測することができます」と、Salcherは続けます。

無鉛化で傷つきやすく
しかし、これらの検査に対する要件はますます厳しくなってきています。
その要因の1つに、はんだ付けの無鉛化が挙げられます。欧州連合の指
令（RoHS指令：特定有害物質使用制限指令）では、電気電子機器への
特定有害物質の使用を禁じています。鉛はその対象物質の1つです。以
前は基板と部品の接合部のはんだ付けに鉛が頻繁に使用されていま
した。無鉛化によって、機器は機械的影響を受けやすくなり、壊れやす
くなります。検査を厳しくしているもう1つの要因は、ボール・グリッド・ア
レイ（BGA）のような小型化されたモジュールの使用が増えてきたこと
です。BGAは、従来の表面実装型デバイス（SMD）よりも接合部が多くな
っています。しかし、SMDと基板のはんだ接合部と比較した場合、BGA
の接合部の方が柔軟性に欠けるため、プリント基板に作用する機械的
ストレスがより強くかかることになります。 

続く >>

技術トレンド

「ひずみ量は、プリント基板 
の応力負荷を確実に予測 
できる唯一のパラメー 
タです」
Christof Salcher,  

Product Manager, HBM
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>> 続き

さまざまな基準
これらの新しい要求を満たすため、ひずみゲージによる計測に対して、
例えばIPC / JEDECのようなさまざまな基準が設けられています。この
中には、計測を行う場所、方法、手段などに関する規定が含まれていま
す。自社の経験に基づいて独自の検査手順を開発している会社も数多
くあります。使用段階での負荷や製造工程での要因を考慮する必要が
あります。「そのため、特に新製品の製造では、すべての工程で実際の
製造環境での計測を行う必要があります。「ひずみの計測は、部品が壊
れる危険のあるところで実施します」と、HBMプロジェクト技師のBernd 
Wolfは説明します。

HBMではこうした用途を満たすため、ひずみゲージ、DAQ（データ収集
システム）QuantumXシリーズMX1615、ならびにデータ収集・解析ソフ
トウェアcatman®APからなる完全な計測チェーンを提供します。計測作
業やその制約が多岐にわたると、様々な種類のひずみゲージの使用が
必要になりますがHBMでは幅広い製品を用意しています。例えば、RY
型ロゼットには、さまざまな形状、大きさ、公称（定格）抵抗値に対応で
きるように3つの計測グリッドを設定しています。温度応答の調整につ
いては、スチールやアルミニウム、さらにお客様のカスタム仕様にも対
応します。

 Christof Salcher, HBM

詳しくは … www.hbm.com/jp/pcb

「 新製品の製造では、実 
   際の製造環境で計測を行 
   う必要があります」

Bernd Wolf,  

Project Engineer, HBM
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自動計測：移動式または固定式

機 械的・電気的なパラメータや温度パラメータを始
め、CANbus経由で利用可能な信号まで、QuantumXシリーズの
アンプは、すべての標準的な変換器技術に対応しています。こ
の新型CX22Wデータレコーダーは、通常のHBM品質で、デバイ
ス内に直接、取得した計測データの記録や評価、保存を行いま
す。

移動式および固定式の用途に最適
このシステムは、固定式計測と移動式計測のいずれのタスクに
おいても強みを発揮します。データレコーダーは、固定式の野外
用途（例えば、産業プラントやビルディングの監視など）での長
期計測でも、完全自動で計測データを取得します。

移動式計測の典型的な用途として、シミュレーションモデルの確
認と検証を目的としたデータの取得があります。その新しい自動
車部品を動的に駆動している状態でも、シミュレーションモデル
で得られた期待値を実現できるでしょうか？　パソコンやノート
パソコンは、列車、自動車、船舶、ユーティリティー車両などによ
って簡単に損傷してしまいます。計測に必要な計算処理能力を
いかに獲得するのかが課題となっています。

CX22Wデータレコーダーは、ユーザーに計測データの処理に十
分な計算能力を提供します。このデータレコーダーは計測データ
を完全自動で取得して、頑丈な記憶メディアである交換式のCF
カードにローカルで保存します。保存したデータは、Ethernetま

たはワイヤレスLANを経由して呼
び出すことができます。

パワフル、インテリジェント、フレキシブル
QuantumXは、インテリジェントでパワフルな、そして自由に構
成可能な計測技術ツールを、CX22Wで提供します。このツール
は、小さなスペースでの設置が可能で、プラグアンドメジャー方
式で自動的にチャンネルを設定します。さらに、インテリジェン
ト・トリガー、GPSへの接続、信号解析、バーチャルチャンネルの
計算など、多くの機能を利用することができます。カスタマイズ
可能なオペレーターインターフェースは、マウスを数回クリックす
るだけでタッチスクリーン用にセットアップすることが可能です。
設定パラメータはすべてプロジェクトごとに決定してセーブで
き、いつでも呼び出せます。

 Christof Salcher, HBM

詳しくは … www.hbm.com/jp/hotline

HBMでは、CX22Wデータレコーダーを加えることで
好評のQuantumXシリーズを拡張し、内蔵タイプの
計測システムに新しい次元をもたらしています。この
新製品の特徴は、汎用の計測技術を使用しながら、
単なるデータロガーを超える機能を提供できること
です。

新製品情報 新しい  : CX22W データレコーダ

Hydroptère―世界一速い帆船
三胴船の負荷限界を度量衡的に記録する場合には、 
CX22Wデータレコーダーを本体のみで使用することも可能です。

CFカードモジュールを装備した
CX22Wデータレコーダー



HBM hotline.com　1  2011

10

テストベンチにおける効率性の向上：
本当に必要なものは何か

世界中にある技術企業の開発エンジ
ニア達が直面する競争は、さらに激しさ
を増しています。開発時間はこれまでに
ないほど短縮され、製品に対する要求は
さらに高くなっており、また常にコスト面
でのプレッシャーも存在しています。テス
トサイクルは、開発プロセスに一体的に
統合されていなければなりません。その
一方では解析が必要なデータが増加し、
また、時間も極端に不足しているのです。
このような状況下においてテストベンチ
は、これまで使用されてきたテストベント
としてのコンセプトやワークフローを、も
う一度見直す必要があると言えます。

テストベンチが直面している課題
次世代のテストベンチが直面すると思わ
れる3つのグローバルトレンド：

端的に言えば、計測精度に対する高い要
求を満たしながら短時間でより多くの計
測を行うことが絶対に必要なのです。さ
らにもう一つの傾向として、これまでは複
雑な移動式の「路上」テストで実行され
てきたタスクをテストベンチで実行する
機会が増加しています。

計測技術に対する要求
従来のテストベンチコンセプトでは、こう
したトレンドに対応することはもはや不
可能でしょう。テストベンチの最適な利
用や全体的なセットアップ時間の最小化
を確実に実現するためには、ワークフロ
ーを根本から見直す必要があります。そ
の際には、使用する技術がこうした新し
いコンセプトに適合していることが必要
不可欠となります。柔軟性を最大限に高
めることが重要であり、これは使用され
る計測技術にも当てはまります。新世代

のモジュール型テスト機器類が求められ
る理由は、どんなテストベンチを使用し
ても、その性能は使用している計測技術
の性能を超えることはないからです。

ソリューション:  
HBMのQuantumX
HBMのユニバーサル計測アンプシステム 
QuantumXは、信頼性の高い正確なデー
タ収集に加えて、上述のような増大する
要求に合わせて最適化させた超近代的な
機能を実現しています。 
ドライブトレインのテストに使用する
BMWの新しいBA6.2テストベンチセン
ターは、その素晴らしい応用例の一つで
す。

古き良き時代のテストベンチ、それは今や改革する時にきていま
す。開発のコスト削減と時間短縮のプレッシャーが高まっている
現在、テストベンチに組み込む一連の試験は、開発プロセスと途
切れることなく一体的なプロセスにならなければなりません。し
かしどのテストベンチにしても、使用している計測技術の性能よ
りもテストベンチの性能が上回ることはないのです。

1

2

3

テストに使用できる時間はこれま
でよりさらに短縮

テストタスクの複雑さと多様性が
増大

計測ポイントの数が常に増加し
続けている（HBMのアンケート調
査による）

技術トレンド 試験計測技術は将来におけるテストベンチの品質に影響を及ぼす重要な要素です。
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未来のドライブトレインのための革
新的なテストベンチコンセプト
BMWグループの新しいテストベンチは、さらに効率的なテストプログラ
ムの実行を可能にし、自動車サプライヤとしてのBMWが持つ技術的な
優位性をさらに拡大する役割も担っています。同社においても、HBM製
のQuantumXデータ収集システムが使用されています。

BMW 6シリーズのシャシーとドライブ
トレイン。©BMW AG

テストベンチ、オートメーション、計
測技術、キャリブレーションおよびシミ
ュレーション製品と関連サービスなどの
トップサプライヤーの各企業が、ミュン
ヘンの研究開発センターにある5階建て
のBA6.2テストベンチセンターに、エンジ
ンやトランスミッション、コンパウンドセ
ット用のテストベンチを装備するよう依
頼されました。 BMWでは、このコンセプ
トを実行するため、モジュラータイプで
TEDSに完全に適合した上で、多チャンネ
ルかつ高速での計測データ収集の全てを
提供できるDAQシステムを探していまし
た。HBMの QuantumX は、こうした高い
要求を満たしており、このことからBMW
テストベンチの計測技術のベースとなっ
ています。

より効率的なワークフロー
短い通信チャンネルと効率化されたプロ
セスを実装することにより、技術者やエ
ンジニアはより効率的に作業を行うこと
が可能になりました。BA6.2は、それまで
分散されていたテストベンチを一箇所に
集中します。実際の条件下で、単一コンポ
ーネントとドライブトレイン一式の両方を
開発することが可能になったのです。

ワークショップ内にあるパレット上に試
験片を設置してから、そこに必要な変換
器やセンサを取り付けます。セットアップ
中に、TEDS技術を使用して計測ポイント
の名称を変換器に書き込みます。パレッ
トアセンブリはテストベンチアセンブリ上
に固定され、変換器はプラグアンドメジ
ャー（Plug  and  Measure）の原理にした
がってQuantumXアンプシステムに接続
されます。

セットアップ時間の短縮、テスト
時間の最適化、スループットの
向上
保護等級IP65のQuantumXシステムは、
分散された複数のフィールドモジュール
から構成されており、試験片付近の圧力
および温度の計測に使用されます。
これに加えて、いくつかのモジュールがピ
ボットアームの19インチラック内に集中的
に設置されています。分散モジュールの
形態を採用した結果としてケーブルやチ
ューブが短くなるため、テストベンチエン
ジニアはすべての状況を簡単に把握でき
るようになります。

ユニバーサルアンプは、テストベンチに
もメリットをもたらします。現行の変換
器技術はすべてサポートされているの
で、TEDS技術により、計測アンプの自動
設定が可能となります。

BMWは、実績があるHBMのトルク変換
器を採用しています。クランクシャフトの
角度に関連した100kHzまでの極めて動
的なプロセスの計測値は、運転中にデー
タロガーに保存されます。Ethercatバス
により、オートメーションシステムに対し
てリアルタイムでの並行したデータ転送
が可能となります。

複数の計測モジュールが計測タスクに適
合した形でプラグに差し込まれており、
必要なチャンネルを直ちに使用すること
が可能です。

時代に左右されない高い柔軟
性―革新的な計測技術を採用
BA6.1ドライブセンターは2002年に稼働
を始めました。2005年に、BA6.1に比べて
2倍の計測チャンネルを持つBA6.2の計測
技術計画がスタートしました。BMWでは
継続的にテストベンチを最適化しており、
それに応じて使用する計測技術も改良し
ています。
この高度なコンセプトでは、計測タスク
や計測場所に対する変換器の関連づけ
が明確で、変換器のパラメータが自動的
に周知されるので、セットアップに要する
時間やコストを低減して品質を向上させ
ることができます。

 Christof Salcher, HBM

詳しくは … www.hbm.com/jp/hotline

技術トレンド 試験計測技術は将来におけるテストベンチの品質に影響を及ぼす重要な要素です。

ドイツ・ミュンヘンにあるBMWグループの研究開発セン
ター（FIZ）。©BMW AG
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catman®AP 3.3

より多くの機能を備え操作性も向上さ
せた計測データ取得ソフトウェアの新
バージョン

www.hbm.com/jp/catman

HBM™製のOptiMet
光ファイバセンサ用のシステム
www.hbm.com/jp/optical

PMS40
過渡圧力計測用のストレイン
ゲージ

www.hbm.com/jp/strain

QuantumX MX1609-T

16チャンネルに対応した熱
電対アンプ

QuantumX MX1615
独特のチャネル密度を備えたス
トレインゲージ・ブリッジアンプ

QuantumX MX471
このCANbusモジュールは、CCPおよび 
XCP-on-CANプロトコルタイプもサポート
www.hbm.com/jp/quantumx

…計測および試験用デバイス
弊社の開発技術者は、お客様に新しい製品とソリューションをお届けするため世界中で開発を続けています。 
弊社の世界トップクラスの計測技術は、収益性の向上を目指して、より高い安全性、快適性、精度を提供します。
このページでは、弊社の最新製品における技術革新をご覧ください。

新製品

HBMの新分野…
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PACEline CFW
新型フォースワッシャの定格（公称）
力は330kNおよび700kN 
大型のアプリケーション用
www.hbm.com/jp/paceline

SLB700A/06VA
校正が容易なひずみ変換器 
電流または電圧での出力が可能

CPS予圧セット
PACEline CFWに使用する実用的な取り付
け支援セット

TIM-EC
EtherCATインター 
フェースを備えた 
インターフェース 
モジュール

PMX
要求の厳しい産業アプリケーション
用の頑丈な計測アンプシステム
www.hbm.com/jp/pmx

T40B
磁気式速度計測システム
を備えたデジタルトルクフ
ランジ

T40FM
極めて動的なプロセス用のデジタ
ルトルクフランジ

…産業アプリケーション用デバイス

新製品

www.hbm.com/jp/torque
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QuantumX MX1609-T 熱電対アンプを使用する現行のモジュー
ルは、多くの温度値を高い安全性と信頼性で取得することがで
きます。この新型アンプはタイプTの熱電対を使用した温度計測
用として16のチャンネルを備えています。冷接点を内蔵した、こ
のコンパクトな熱電対モジュールは、計測ポイントの近くに分配
して配置することが可能です。MX1609-Tは、QuantumXシリー
ズに含まれるすべてのモジュールに合わせたアップグレードが可
能で、最高で毎秒300件の計測値が得られるという計測レート
を実現しています。さらにこのモジュールではコネクタに内蔵さ
れたRFIDチップ上に温度校正データを保存できるため、正確に
再現可能な計測が可能になっています。

ストレス解析に最適：MX1615
新型の QuantumX  MX1615 ストレインゲージ・ブリッジアンプ 
は、独特のチャネル密度を備えています。フルブリッジ、1/2ま
たは1/4ブリッジ回路では、MX1615アンプに最大16個までの
センサまたはストレインゲージ（SG）を接続することが可能
で、実験的なストレス解析用としては完璧だと言えます。もち
ろん、全チャンネル上で最新のプラグアンドメジャー機能をサ 
ポートしています。またMX1615は、特許取得済みの4線およ
び6線式の技術に基づいており、搬送波周波数方式、電気絶
縁、各チャンネルの周期的な自動調整などもサポートしてい
ます。こうした数々の機能により、この新型アンプでは、イン 
バータ、高電流、電動機械、または温度の影響といった電磁干
渉効果に対する耐性が特に強力になっており、ブリッジする
計測ポイントまでの距離を長くとることが可能です。MX1615
は、Ethernet TCP/IPを経由して簡単に統合することが可能で、ま
たセンサのリード線をできるだけ短くするため、計測ポイントの
直近に設置することができます。

小型、高速で、高い汎用性を備えたHBMの
QuantumXは、特に要求の厳しい試験や検査タスク
において、最高レベルの信頼性で計測データを提供
します。QuantumX製品群が検査施設や現場での試
験用として新たに開発された2種類のモジュールと1
種類のドライバーによって拡張されたため、この高
い柔軟性を備えた計測データ収集システムを幅広い
アプリケーションで使用することが可能になってい
ます。

あらゆる試験や検査プロジェクトに対応する完璧なソリューション

その他のQuantumX技術革新
車両上での移動計測データ取得に使用するMX471
MX471モジュールは、現在ではCCPやXCP-on-CANといったプロ
トコルタイプもサポートしています。これにより、制御デバイスの
内部パラメータ（センサデータなど）の取得やパラメータの変更
も可能になるため、特に路上試験では大きなメリットが得られ
ます。これに加えて、MX471は計測信号をネットワーク上にある
他のモジュールにCANメッセージとして送信することもできるた
め、ゲートウェイとしても使用可能です。

アクティブシステム試験用のMX879 Multi-I/Oモジュール
QuantumXファミリーに加わったもう一つの仲間はMX879 
Multi-I/Oモジュールです。ユーザーはこのモジュールを使用する
ことで、リアルタイムで計測値に応答したり、信号を「replay」と
して再生することができます。このモジュールは32個のデジタル
入力／出力に加えて、再生用として8個のアナログ出力を備えて
います。LabVIEW™*ドライバまたはユーザー所有のソフトウェア
（.NET API）を加えて、完成したパッケージとなります。

CANapeドライバー
フレキシブルなQuantumX計測データ取得システムは、Vector 
In f o r m at i k  が 提 供する  C AN a p eソフトウェアツール上で  
QuantumX CANapeドライバーを使用することで簡単に統合す
ることができます。CANapeは、電子制御装置によって通信を引
き継ぎます。QuantumX は、あらゆるタイプの変換器やセンサ
を同時に、かつ時刻同期で普遍的に統合します。

 Christof Salcher, HBM

詳しくは…www.hbm.com/jp/quantumx

新製品– より包括的な計測タスクのための新型モジュール

* LabVIEWはNational Instruments Corporationの登録商標です。
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あらゆる試験や検査プロジェクトに対応する完璧なソリューション
新製品

QuantumXモジュールは、世界最速の帆船
「Hydroptère」で使用しているストレイン
ゲージから信号を取得します。この情報を
使用することで、帆船上で最も重要ないく
つかのコンポーネントを最適化することが
できます。

機動性、汎用性、堅牢性。QuantumX計
測データ取得システムは、路上試験など
で特にその強みを発揮します。

優れた汎用性。
貴社のアプリケーションにも適合：
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adt-Rinck 社が製造した新しい油圧駆動装置用の汎用テスト
ベンチが新しい標準を確立しつつあります。このテストベンチは
個々のコンポーネントをテストするだけでなく、各コンポーネント
間の相互作用もチェックします。こうした作業は、以前はエンド
ユーザーの機械上でのみ可能なものでした。

このテストベンチの目的は、ポンプから消費装置までの駆動系
全体の油圧プロセスに関して、実態をより深く把握することで
す。新しい開発の最適化や既存システムにおける特定のトラブ
ルシューティングもこれに含まれます。

adt-Rinck社の汎用テストベンチにはHBM製の計測チェー 
ン一式が使用されており、これには8個のチャンネルすべてにお
いて約15基の異なるセンサと変換器をサポートする、移動式で
汎用のQuantumX MX840Aアンプも含まれています。このアン
プはCANポートを装備しており、デジタル信号をCAN経由で平
行して送信することができるため、adt-Rinck社では、より大き
な柔軟性が得られます。速度やトルクのような極度に動的なパ

ラメータも、Ethernet経由で計測技術のノートパ
ソコンに送 信するこ
とが可能です。

最近のコンサートは、次第に複雑なものになってきました。
それに対応して、照明や音響効果に使用する機材も規模が大き
くなっています。したがって屋根や照明用ガントリーに取り付け
る最大荷重については、制限値を超えないように効果的なモニ
タリングが必要となります。

Stadtwerke     München 社は、ミュンヘン・オリンピアハレ・ア 
リーナに関連して、建物内部のスピンドルの曲げ応力と使用す
る計測技術の重量をチェックし、さらにガントリーにかかる荷重
の配分もチェックすることが可能な、遠隔アクセス機能付きの
監視システムの使用を決定しました。その際、適切なシステムの
実現可能性をチェックして設置計画を立てるよう委託されたの
がDr. Linse Ingenieure社です。そこで同社は、このタスクを実行
するためにHBMの計測チェーンを選択しました。

QuantumX   MX840A  アンプとSLB700Aひずみ変換器が、周
囲条件に合わせて適合されました。このコンパクトな設計の
アンプは、ガントリー構造に簡単に取り付けられるため、計
測 用のリード線を短くすることができま
す。QuantumX CX27は中央計測ノー 
ドとしての役割を果たし、データ
をStadtwerke München社のコ
ンピュータセンターに転送しま
す。そこでは、コンピュータセン
ターにある計測用サーバ上で実
行されているcatman®APソフト
ウェアを使用して設定や荷重の
モニタリングを行います。

極めて動的なプロセスにおける高
精度の結果

オリンピアハレ・アリーナ 
における荷重モニタリング

お客様向けソリューション QuantumXの成功実績

QuantumX MX840A：独特の構造体では柔軟なソリューションが必要 QuantumX MX840Aを使用した油圧駆動装置用の汎用テストベンチ
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エンジニアのMauro Balestra氏は、危険な状況下におけるド
ライバーの反応をより詳細に分析する革新的な事故診断方式を
開発しました。

ドライバーの反応は、実際の交通条件の下でブレーキを操作し
ている時にテスト車両に記録されます。カメラがドライバーの
顔の筋肉の動きを記録します。次に、ドライバーの「知覚反応
時間」を計測するため、記録された画像を様々な計測データと
比較します。ここで使用されているのがHBM 製の計測チェー 
ン一式です。
 
ブレーキパネル上にU93力変換器、車両のアクセルペダル上
にWA変位センサを取り付け、これに加えてコンパクトな汎用
QuantumX MX840A計測アンプを車両の内側に取り付けまし
た。PCのEthernetインターフェースによって、QuantumXが取得
したすべての計測データをHBM製のcatman®AP計測ソフトウェ
アに転送します。

詳しくは…www.hbm.com/jp/quantumx

Borbet 製のアルミニウム鋳物ホイールはデザインが魅力的です
が、鋼鉄製のホイールと同じ荷重に耐えなければなりません。

したがって新しくデザインされたホイールには、まず有限要素法
を使ったシミュレーションを実行します。ここで得られる構造解
析から、理論的な荷重プロファイルに関する情報を取得します。
次に、実践的なテストを実行して理論的な結果が検証可能かど
うかを検討します。

2軸ホイールテスト中に計算で求められたピーク荷重の部分に、
ストレインゲージを適用します。これを受けて回転ホイールは、
極度に動的な機械プロセスの取得と解析に特化した4チャンネ
ルのQuantumX MX410アンプに信号を送ります。

取得した計測値からBorbet社に材料工学や構造体の応力性能
に関する重要な情報が提供され、これが材料やエネルギーの節
減につながります。

道路交通の危険にどう対応するか？ 魅力的なデザインと計測可能な安
全性

お客様向けソリューション QuantumXの成功実績

革新的な事故診断方式で使用するQuantumX MX840A Borbet製のアルミニウム鋳物ホイール—QuantumX MX410でテスト中

21

MX410
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橋梁の老朽化や疲労は、その構造によって様々です。全く同
じ構造を持つ橋が二つあっても、交通量や気候条件はその場所
ごとに異なるために、それぞれが異なる挙動を示します。したが
って、それぞれの橋ごとに新しい評価が必要になる場合がほと
んどです。

計測値の支援による再計算
Deutsche  Bahn ドイツ鉄道株式会社）では、所有する鉄道橋の
ために様々なレベルで再計算を実施しています。複雑な橋梁構
造を対象とした新しい評価は、計測技術の支援を受けながら

実行する必要があります。この新しい評価は、短期間の計測（い
わゆるシステム計測）で実施しますが、その作業は非常に複雑な
ものです。しかも実質的な荷重のうち、期日を限ったほんの一部
の計測値が得られるに過ぎません。

そこで短期間の計測に取って代わるのは、常設のモニタリングソ
リューションです。このソリューションでは長期にわたる橋の挙
動を見ることが可能となり、交通による荷重だけでなく、風力や
温度の変化を含む他の影響も含めた荷重の集合に関する情報
が得られます。これにより橋に起こる変化を事前に検出すること
ができるため、事故を未然に防ぐことが可能となります。

橋は、鉄道や自動車の交通ネットワークの中でも非常に重要な部分です。列車は高速化し、貨物トラックはさ
らに重量化しています。こうした荷重の増大に橋は持ちこたえることができるのでしょうか？この回答は、短期
間と長期間の計測を行うことで得られます。DB Netz社内のBridge Measuring Group（橋梁計測グループ）で
は、HBM製の計測技術を使用しています。

この橋は安全だろうか？モニタリングソリューションがお答えします。

お客様向けソリューション HBMの計測技術を使用した橋梁モニタリング

システム計測のための251箇所の計測ポイントを構
造体エンジニアが決定し、2010年にFehmarnsund
橋に設置しました。その後の同期処理は、中央分散
計測システムMGCplusとHBM製のQuantumXを使
用して実施しました。すべての情報を中央モニタリン
グステーションに集めました。計測の準備には何ヶ
月もかかりましたが、計測の実行はほんの数日で完
了しました。

22
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この橋は安全だろうか？モニタリングソリューションがお答えします。

お客様向けソリューション HBMの計測技術を使用した橋梁モニタリング

QuantumX CX22Wを使
用したStralsundにある
Ziegelgraben橋の長期計測

正確な計測結果による安全性
DB Netz社は、鉄道用の橋を対象とした耐久性のある常設モニタ
リングソリューションの開発を目的とした試験的なプロジェクト
の枠組みの中で、HBMの計測技術を使用しています。

その一例が、Stralsund（ドイツのシュトラルズント市）にある
Ziegelgraben橋のモニタリングです。ここでは何ヶ月にもわた
り、HBM製の変換器を使用して、歪み、圧力などの計測量を取
得しています。得られたしきい値も、bridgemachine（ブリッジ
マシン）の組み合わせの挙動を決定するために記録しておきま
す。HBM製のQuantumX CX22W計測データレコーダが、橋の評
価プロセスに必要なすべてのデータを橋の責任担当者に送信し
ます。

QuantumX  CX22W  は、この固定されたフィールドアプリケー
ションの中で、長期にわたる計測期間中、広範囲に分散され
た計測モジュールのデータを自律的に取得します。計測データ
は、頑丈で交換可能なCFカード上にローカルで保存されてお
り、EthernetまたはワイヤレスLANを経由してオンラインで呼び
出すことができます。

モニタリング中に取得された計測データによって、実際の荷重の
下で各構造部材がどのように相互作用しているのかが明確にな
ります。これにより、メンテナンスを施して既存の橋を使い続け
るために必要となる重要な情報を取得することが可能になり、
また革新的な橋の建設方法の開発にも役立ちます。

  Gert Gommola, HBM

詳しくは…www.hbm.com/jp/hotline
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_ セキュリティ、品質、正確さにおいて最高のデータ収集システム
_ チャンネル毎に最大192kHzまでの速いサンプリングレート
_ 各チャンネル毎に24 bitのアナログ／デジタルコンバータ
_ 1秒間で最大500万以上の計測値を転送
_ TEDSを完全にサポート
_ フレキシブルシステムコンセプト  
（分散型、スタンドアロン、リアルタイムインターフェイス）
_ 電気的絶縁 
（計測チャンネル、供給、出力、コミュニケーション）

www.hbm.com/jp

HBMは試験計測技術における最高のパフォーマンスを提供することで好評を受け続けております。 
センサ、アンプからソフトウェアまで完璧にマッチした計測チェーンをHBMからご提供します。

QuantumX by HBM –  
最高の計測技術

HBM – 試験計測技術において60年以上の経験

２つのソフトウェアパッケージ・・・
・・・パラメータ化、データ収集
　　そして解析まで

本　　　  部  〒101-0048  東京都千代田区神田司町2−6  司町ビル 4階
      TEL 03-3255-8156  FAX 03-3255-8159
関西営業所  〒532-0003  大阪府大阪市淀川区宮原3−5−24 新大阪第一生命ビル  11F
  TEL 06-6396-8507  FAX 06-6396-8509
名古屋営業所  〒460-0003  愛知県名古屋市中区錦1-20-19 名神ビル 6F
  TEL 052-220-6086  FAX 03-3255-8159

スペクトリス株式会社HBM事業部

URL www.hbm.com/jp E-mail  hbm-sales@spectris.co.jp


