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inBrief
ヒューマンマシンインターフェースにかける私たちの情熱を表現す
るため、今回の「inTouch」 を作成しました…

どうやったら可能か...？ この言葉こそ、信じられないような発明を世界各地で生み出

してきました。どうやったらもっと早く動けるだろう... どうやったらもっと先に進め

るだろう... どうやったらもっと生産できるだろう...

これはとても力の籠められた問いかけなのです。新しい可能性を探る感覚を作り、地平

線の向こう側を見てみようとする姿勢です。

お客様が EAO に「どうしたら可能か...？」と質問なさるなら、私たちは、お客様が期

待している以上の HMI を創り上げようと、どんな課題にでも喜んで取り組んでいく用

意があります。 

私たちは HMI 設計のあらゆる観点を研究します。人間であるオペレータから中央シス

テムに送信されるコマンド送信プロセスのステップを 1 つずつじっくり検討します。そ

れには電子工学、シリアルインターフェース、ディスプレイと視覚化、押しボタン、フ

ロントパネル構造、人間工学的および環境的考察など、あらゆる分野における専門知識

が必要です。

私たちの目標は、オペレータが安心して最大限の制御ができ、お客様に心から満足して

いただける、革新的で、信頼性の高い、インテュイティブな HMI ソリューションを提

供することです。

皆様に EAO の情熱を感じ取ってください、とお願いしている理由はそこにあります。

 

EAO マガジンをお楽しみください - 国際 EAO チーム

eao.com - ほかのウェブサイトでは見つから
ない部品をここで見つけてください。
EAO には、数々の条件が同時に指定でき

る拡張検索パラメータを使用した、新しい

製品ファインダーがあります。

eao.com/search をご覧ください。 

YouTube - EAO 新製品ビデオのホーム
EAO は、19mm と世界で最も低いビハ

インドパネル取り付け高さを誇る、評判

の 51 シリーズのストップスイッチを始

め、さまざまな製品を紹介するビデオを 

YouTube で公開しています。. 

youtube.com/eaoswitches をどうぞご覧く

ださい。

youtube.com/eaoswitches
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エキスパートの意見とアドバイス

なにか為になるものを無償で提供したいと思い、有用な技術記事やあらゆるテーマに関
する白書をまとめたライブラリを用意しました。その中のいくつかが下にリストアップされ
ています。詳しくは、eao.com/download をご覧ください。

効果的な HMI システムの設計

HMI コンポーネント設計の基本的特徴

電子製品用途のための HMI システム

HMI システムのためのインターフェース技術考察

HMI コンポーネントの環境保護

EAO 、NEDの｢本年度
最優秀製品｣として王
賞を受賞

ヒューマンマシニンターフェースのエキスパートである EAO は、New Equipment 
Digest が毎年選ぶ 念願の King Award の最優秀金賞を 2 つ受賞しました。

環境設定が可能な HMI パネルがまず、「制御と機器」のカテゴリーに入り、いくつも

のメジャーな競合他社を打ち破りました。ユニークなカスタマイズが可能なこのインタ

ーフェース は「ミックス・テクノロジ」を特色としており、抵抗膜方式タッチパネル、

エレクトロメカニカルボタン、メンブレンキーパッド、非常停止機能が、すべてシーム

レスに 1 つのドロップインスタイルユニットに統合されています。

記録破りの EAO 製品 51 シリーズのストップスイッチは、安全性のカテゴリーで金賞

を受賞しました。この高耐久で UL 安全性規格に準じたボタンは、ビハインドパネル取

り付け高さが産業界で最も低く、たった 18.8mm です。

EAO Corp の営業部長である Lance Scott はこう語ります。「この最優秀金賞を 2 つ
も受賞できたことは大変光栄なことです。ことに、何千人というエンジニアや製品設計

者が投票して EAO を選んでくれたのですから、なおさらのことです。この受賞は、製

品のイノベーションや HMI のインテュイティブ設計に対する EAO の国際的名声を誇

示してくれます。」

EAO 最優秀金賞を 2 つ受賞
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危険がいっぱい！あなたのヒューマンマシンインタ
ーフェースは本当に丈夫ですか？

腐食は液体、ガス、合成洗剤、塩、
果物の酸などにさらされると生
じます。したがって、フロントパネ
ルの材料には用途環境にふさわ
しいものであることが必要不可
欠です

（次ページに続く）

ヒューマンマシンインターフェース (HMI) は、ことに脆弱性が高い場所であり、水滴、

化学薬品による洗浄、細菌繁殖、または乱暴な動作など、さまざまな過酷な条件にさら

されることがあります。HMI 構造のすべての要素はしたがって、耐久性がまず評価され

なければならず、総合的な強さが求められます。これには電子部品、ディスプレイ、タ

ッチパネル、プッシュボタン、フロントパネル材料、表面加工およびマーキングが含ま

れます。この記事では、フロントパネルに共通して使用される 3 つの素材 －アルミニ

ウム、ステンレス鋼、合成物質 －の性状に焦点を当てます。

アルミニウム
アルミニウムは、強度重量比が高く、耐食性に優れ、伝導率がよく、加工しやすいとい

う、すばらしい特色をそなえたユニークな素材です。

耐久性はその中でも優れた長所の 1 つです。アルミニウムは空気中の酸素に自然に反

応して、極めて薄い酸化膜を作り、これが腐蝕から内部を保護します。このような層の

厚さをアルマイト加工（陽極酸化皮膜処理）で増加させ、耐食性を改善します。耐食性

は、表面をシーリングすることにより、さらに強化されます。

アルマイト処理をしたアルミニウムは、ほとんどの色に着色が可能ですが、はっきりし

た着色の程度は、基本合金によって異なります。ぼやけたようになりがちな色も中には

あります。着色し、シーリングを施したフロントパネルは、低公害環境で使用の HMI 
にふさわしいでしょう。

液体塗装や粉体塗装などで表面をさらに処理すると、保護をさらに強化することができ

ます。液体塗装は色素と樹脂、溶剤からできており、粉体塗装では粉状の樹脂に色素が

カプセルのように包まれます。同じ樹脂と色素で行われた塗装は、同じ硬さと光沢を示

します。産業汚染や化学物質・海洋環境または紫外線などによる品質悪化に対し優れた

耐久性を示す PVDF（ポリフッ化ビニリデン）樹脂配合のものが、主に使われます。

液体または粉体かの選択は、お客様の好みの問題ですが、粉体塗装コーティングの方

が、1回の処理量が少ないものについては高価につく傾向があるほか、色の種類もあま

り多くありません。

EAO が使用するAluGraphics 技術により、アルマイト処理のアルミニウムにプリントす

ることも可能です。シーリング処理を行っていない多孔質酸化物の上に、写真のような

質のイメージやグラフィックを鮮やかな色でプリントすることができます。表面はサフ

ァイヤのように硬質になりますので、傷が付きにくく、塩水にも耐えます。

アルミニウムはスチールより 3 倍も重量が軽い （3/lbm で0.3に対し約 0.1） ので

す。これが、重量が問題となる用途で大変理想的な材料となる理由です。ステンレス鋼

より加工が 2 倍も早く、ほとんどの方法で簡単に加工で着ますので、材料のコストも

生産コストも節約できます。

表面加工をし、アルマイト処理をしたアルミニウムのフロントパネルは、プロセスコン

トロールやオートメーションなど、食品プロセス以外でのほとんどの、あらゆる産業機

器で必要となる強度と耐久性を満たします。 非磁性の特性により、磁場干渉の危険があ

る医学関係の用途でもお使いいただけます。

それでも、ほかの材料の方が好ましい場合があります。アルミニウムの剛性 – 負荷

が加えられた時に材料がどれだけ曲がるか – は、スチールの約 3 分の 1 ですの

で、1.5mm 以下の薄いプレートには推奨できません。したがって、曲げ加工や、処理

が極めて困難なので、カーブの多い、人間工学に基づいた表面には不向きです。溶接も

きわめて難しく、亀裂の入る危険がもっと高くなります。このような理由から、表面を

接続するには主に、スルーホール接続を行います。これらの接続は、細菌などが入り込

みがちな小さな割れ目や内部欠陥を起こしがちなので、全体のシステムの耐久性という

視点から検討する必要があります。 
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ステンレス鋼はすぐれた
耐食性を示し、食品プロ
セスおよび梱包において
幅広く利用されています。

（5ページから続く）

ステンレス鋼
ステンレス鋼は優れた耐食性、剛性、可鍛性 、美観を伴う多様

性を含め、すばらしい特色をかねそなえています。ステンレス鋼

は通常の鋼鉄のように腐食せず、錆びず、水で染みがつくことも

ありません。それだけでなく、酸や塩化物、化学薬品による洗浄

にも耐えます。ステンレス鋼 1.4571 は全体の耐久性を強化する

ため、チタンを加えています。

表面は電解研磨することができますが、これにより電気化学的プ

ロセスで溶解して、表面の傷や凹凸を平滑化し、鏡のような光沢

を持つ仕上げが実現できます。これにより傷が付きにくくなり、

不要な物質が表面に付着しにくくなります。銅のように抗菌性を

もともと持たない性質の材料が、これにより抗菌性がもたらされ

るのです。

研磨処理をほどこされたステンレス鋼は食品加工産業のフロント

パネルで幅広く使用されています。ここは高熱、高圧の水噴霧

や、アルカリ性または酸性の洗剤を使って厳格かつ頻繁に洗浄さ

れる環境です。

この材料の持つ「極限の剛性」により、ステンレス鋼は、乱暴に

扱われることもある公共の機器、または厚さが 1mm 以下で、ア

ルミニウムからつくることができない超薄型のフロントプレート

などに適しています。

ステンレス鋼は人間工学的表面仕上げに曲げることも溶接するこ

とも可能で、上品な仕上げに研磨することが可能です。あまり一

般的ではありませんが、表面に長期の粘着加工が前もって施して

あれば、粉体塗装やウェット塗装も可能です。

フロントパネルの材料として使用する場合のステンレス鋼の欠点

をここにいくつか示します。アルマイト処理のアルミニウムに比

べ、重量は約 3 倍ですので、航空機産業での使用や大型パネル

には不適です。加工にも時間がかかるため、生産コストも高めに

なります。表面にオーバーレイをつけるのが極めて難しいので、

メンブレンキーボードには推奨できません。

合成物質
似たような性質を持つ合成物質がいくつかありますが、ここでは

最もよく知られている、3A 社の DIBOND に焦点を当てます。

DIBOND には 2 枚の 0.012” のアルミニウム合金板に丈夫なポ

リエチレン (PE) 芯材を熱接合ではさみこんだ複合材です。軽く

て丈夫で、平坦性と剛性も備えています。この特殊アルミ複合板

は、耐食性にすぐれ、プロセス加工でとても長所を発揮します。

アルマイト処理のものもありますので、食品関係でも安心してご

利用になれます。

シルクスクリーンかデジタルプロセスのどちらを利用してもポリ

エステル塗装によるプリントが可能です。幅広いレンジで色や仕

上げを選択できます。刻印が簡単になるよう、表面カラーと芯の

材料の色を別々にすることもできます。

DIBOND は、- 50° ～ +80°C という幅の温度内で極めてすぐれ

た外部安定性を示し、熱膨張がほとんど見られません。可燃性等

級は B1 および B2 です。それに加え、DIBOND° はリサイクル

可能なので環境に優しいことが特徴です。

DIBOND フロントパネル、ことに機械制御の材料として最適で

す。ただし、曲げ加工が困難で溶接もできないことから、平坦な

表面でしか使用できません。

同様のトピックスに関する詳細情報は、当社のウェブサイト 

eao.com/downloads をご覧ください。
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57 シリーズは、視覚・
触覚・聴覚に訴える特
色を総合した、初めて
の「オール・イン・ワン」
のドアオープナーです

照光式押しボタンのパイオニア、EAO は「オール・イン・ワン」のドアオープニングボタンの新シ
リーズ 57 を発表しました。これにより、旅客アクセスの利便性に対する標準が再定義されます。
最新の技術を駆使した 57 シリーズは、たった 1 つの画期的製品の中に視覚、触覚、

聴覚に呼びかける特色をまとめました。

製品部長である Marco Bighi はこう語っています：「わが社の 57 シリーズは、EN 
14752 を完全に満たし、すべての電車運転士のファーストチョイスとなるに違いありま

せん。EAO は高品質で革新的な旅客アクセス製品ケーカーとして定評があります。今回

の 57 新シリーズは、新しい基準を打ち立てることとなるでしょう。」

動作面積が直径 74mm と大きく ユーザーに優しい現代的なデザインには、ユニーク

な、別々に照光するフィードバックリングがついています。浮き彫りシンボルは TSI 
PRM および ADA に準拠し、決して擦り切れたりかすれたりすることはありません。

オプションで、照光式のシンボル、または視覚障害の旅客向け音声機能もお求めいただ

けます。

すぐれた耐久性を備えた 57 シリーズは、最新の材質を使用して作られており、 – 40º 
～ +80ºC という温度でも変わらず作動します。フロントは IP69K 保護構造で、液体お

よび埃などの侵入から保護されており、化学洗剤等での洗浄にも耐えます。

時間とコストを節約するため、EAO ではスマートで、ツールの入らない最終取付システ

ムを開発しました。プッシュボタンは業界標準の取り付け孔にフィットしますので、車

両運転士自ら、既存のドアオープナーを 57 新シリーズに簡単にアップグレードするこ

とが可能です。

Series 57 – EN 14752 を完全に満たした、世界で唯一の視覚・触覚・聴覚対応の「オー

ル・イン・ワン」ドアオープニングプッシュボタン。

新しい EAO ドア・オープナ
ーは、電車運転士のファース
トチョイスとなることでしょう

新しい 57 シリーズのドアオー

プナーは、可動性の程度が限ら

れた方にも、社会の健康な人と

同じように公共交通機関等で移

動していただけるよう、EAO が

お届けする多くのデバイスの 1 
つです。

旅客のアクセスという分野にお

けるイノベーションを目指すわ

が社の努力は、56 シリーズと

ともに、ほぼ 10 年前に始まり

ました。このシリーズはおそら

く、世界で一番多く使われてい

るドア・オープナーでしょう。

それ以来、イルミネートインジ

ケータ、音声モジュール、危険

警報ライトなどが 56 シリーズ

レンジに加わり、そのすべてが

公共交通網をご利用の乗客の皆

さまに「違い」をお届けしてい

ます。

EAO - 旅客アクセスの新基準を

打ち立てます。
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inAction
わが社の製品は産業界を通じて毎日、何百万という人間に信頼を
寄せられています - それこそ、EAO のお客様が最高のものを要求
する理由です。

EAO を駆り立てるのは、お客様のニーズです。競合力あるすばらしい製品群が提供で

きることで、より高品質で革新的な、完全に信頼のおけるヒューマンマシンインターフ

ェース (HMI) を開発していく、理想的なパートナーとなることができるのです。EAO 

は、新技術、「リーン生産方式｣、および世界規模のロジスティクスとソーシングに取り

組む企業のニーズをよく把握しています。これらの企業が望んでいるのは、協力関係を

築き、柔軟性のある、費用効率の高いサービスを提供しながら最新の専門技術をもたら

してくれる最高のパートナーです。

これらの企業は、EAO の専門技術を利用して、核心能力を発揮し、統合 HMI システム

設計を完成させることができます。単なる契約メーカーではなく、EAO は、設計能力を

高め、所要時間をより短くすることにより、それら企業の設計チームの延長となるので

す。EAO は以下の分野でグローバルな専門技術を提供しています：

 ■ 機能的でインテュイティブな HMI システム設計とレイアウト

 ■ どんな用途にも一番ふさわしい技術

 ■ 安全で、人間工学を駆使し、国際標準にそった知識

 ■ 3D CAD/CAM/CAE (Solid Edge, AutoCAD, Pro/ENGINEER および SolidWorks)  

などの現代的な設計から製造までの方法

 ■ プラスチックコンポーネントおよび 少量のPCB のためのすばやいプロトタイプ技術

 ■ ジャストインタイム納品を確実にする計画生産プロセス

 ■ サプライチェーンマネージメント – 世界的レベルでの部品サービスと調達

EAO は全ビジネス分野にリンクされたダイナミックなトータルクオリティマネージメン

トシステムに支えられており、ISO 9001:2008、ISO 14001:2004、IRIS rev. 2 （国際鉄

道産業標準規格） および必要に応じてその他の規格の認証を取得し、それらに準じて管

理されています。

EAO の違いはどこから来るのでしょうか？

EAO は技術的考察、ベンチマーク技術、運転環境、人間工学、商業的仕様明細をじっくり
研究します。調和が取れた環境で作業を完了できるよう、操作装置を注意深くタスクに合
わせて配置します。これらがすべて、より高品質でより機能的な、使いやすいヒューマンマ
シンインターフェースを導きます。
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ダウンロード 技術関係記事

ダウンロード ケーススタディ

半導体と電子部品製造機器：ピック＆プレースアセンブリシステムから自動化半導体エッチング＆蒸着システムまでのオペレータ制御

特殊目的機械：印刷と梱包、試験と測定、製造とオートメーションのオペレータ制御

特殊目的機械は、全体のシ
ステムで機能性の幅広い枠
に対応するため、各種の押
しボタンと制御技術を備え
た HMI が必要です

ダウンロード 技術関係記事

ダウンロード ケーススタディ

このイメージで示される商品のすべてが EAO の製品ではありません。

HMI の目標は、使い易さを
追求し、生産性を改善し、運
転およびプロセス効率を高
めることにあります
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公共交通機関における効果
的な HMI への鍵は、複数の
システムを操作するオペレ
ータがよく知っている、信頼
の置ける制御が可能な一貫
した、かつ予測がはっきりで
きる性能です

                              Image © Stadtwerke Bonn, Martin Magunia

搬送：ドアアクセスシステム、コックピットおよびドライバーコントロールのオペレータ制御
緊急通報装置、旅客情報システム     

特殊車両：空港機器、緊急サービス、廃棄物除去、重量吊り上げ、移動機器等のオペレータ制御 

EAO の幅広い丈夫で信頼
性のある製品は、ことに特殊
車両産業でのダイナミクス
要求の高い分野で最適です

ダウンロード 技術関係記事

ダウンロード ケーススタディ

ダウンロード 技術関係記事

ダウンロード ケーススタディ

このイメージで示される商品のすべてが EAO の製品ではありません。
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EAO は世界で初めて、取り付け高さが 
19mm 以下のストップスイッチを開発
しました。
新 51 シリーズのストップスイッチ

はモノブロックデザインを使用し、コ

ンタクトブロックが組み込まれていま

す。これによりビハインドパネル取り

付け高さが低減できるだけでなく、非

常停止や緊急状況で乱暴な扱いを受け

てもダメージを受けることがないよ

う、保護が可能です。当設計は作動

が 10 万回試験されていますので、

まさに「フィット&フォーゲット」製

品です。

51 シリーズはユニバーサルなストッ

プスイッチで、ほとんどどのような用

途タイプにも適応できますが、ことに

手持ちサイズのリモートコントロー

ル、ナローコントロールパネル、ビハ

インドパネルのスペースが限られてい

る最新電子機器用途に適しています。

世界は 1 つ、目標も 1 つ
環境は私たちにとってとても大切なもの。だからこそ

産業廃棄物、汚染、公害を減らしていくことは心から

の願いです。EAO は、私たちの製品の中からなるべ

く危険な物質を排除していくことを目標に、スイスの

産業伝統の手本となるようなメーカーのあり方を追求

しています。そして、わが社の社員も、会社規模で行

われているリサイクリングプログラムを実践していま

す。EAO は以下の規格・標準に準じています：

 ■ ISO14001: 環境マネジメントシステム規格

 ■ ROHS 指令：危険物質に関する制限

 ■ WEEE 指令：電気・電子機器の廃棄に関する指令

EAO のCAN 対応インターフェースで生産時間を
削減

EAO は CANopen プロトコルベースの、独自の CAN (Controller Area Network) モジ

ュールを提供し、制御盤からコアシステムを繋いでいます。このモジュールは寸法が 

L70mm x W50mm x H23mm です。多数の入出力（最高 128 接点、最高 128 出力調整

可、8 アナログ入力、8 アナログ出力サポート）をサポートし、機能性対寸法比率の高

いモジュールを提供しています。

ハードウェアとソフトウェアは総合制御盤アセンブリの一部として提供され、コアシス

テムに簡単に接続できるよう設定済です。これにより全体の生産時間を節約することが

できるので、より早く、製品を市場に持ち込めます。

CANopen の構造は、公共交通車両、産業機械、医療機器などの用途に適しています。 
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...最後に

 EAO 製品の 3D 図面 は、eao.com で
各種フォーマットでダウンロードいただ
けます。

EAO は新しい 04 シリーズを発表し

ました。非常停止ボタンは、ことに

半導体機器で重要となる安全性を追求

し、運転事故を防ぐためにつくられま

した。回転防止ピンとパドロックがつ

いており、使用後スイッチを規定位置

にロックすることができます。

スプリングターミナルコネクタ が 04 
シリーズでもお求め可能となりまし

た。この 04 PIT （プッシュ・イン・

ターミナル）シリーズの特徴は、従来

のスクリューターミナルと比較して最

高 70％ まで取付時間を削減するフ

ェニックス・コンタクト社製のスプリ

ングターミナル接続です。

最新のニュースは eao.com/news  
をご覧ください。


