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魅惑を
実感しましょう

私たちの世界へどうぞ
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inBrief

個性化されたボタンの彫刻

57 シリーズのボタンでは、彫刻が個

性化できます。TSI-PRM コンプライア

ンスが不要なところでは、どんなロゴ

やシンボルでも、アルマイト処理のア

ルミニウムインサートにレーザー彫刻

が可能です。摩耗することもありませ

ん。

建設業界にも 57 シリーズを

ビル・建設プロジェクト関係者に朗報

です。EAO の受賞シリーズである 57シ

リーズのボタンが、表面実装エンクロ

ージャを利用して、レンガおよびその

他の材料に取り付けることが、このた

び可能になりました。ドア・エントリ

ーやリフト・システムに理想的です！

常時権威ある賞を総なめ 

inTouch の最新版には、便利なデザインのヒントも含め、最新の受賞実績を持つ HMI 
製品のニュースが満載です。 

ここでは、最近 EAO が新たに 3 つの名誉ある国際賞を受賞したことが書かれてあり、わが

社の誇りとするところです。この 3 つの賞とは、傑出した製品デザインに対する賞が 2 つ

と、優れた製造技術を評価する賞が 1 つでした。これにより、HMI 設計産業におけるわが社

の卓越性とスキルがまたしても実証されることとなりました。詳細については、反対側のペ

ージと表紙裏をご覧ください。  

6～7 ページでは、将来のHMIデザインに関する興味深い展望、それに、タッチパネル対プッ

シュボタン / スイッチの簡単な比較が載っています。8、9 ページには、当社のモジュール

の一部として、ヘビーデューティ機械類の市場向けの CANbus キーパッドを紹介していま

す。

EAO では、美しいデザインのステンレススチール製プッシュボタン、ことに破壊行為に曝さ

れる、公衆区域での使用に耐えるものに対する需要が増加したことに、着目してきました。

当社のタフシリーズ 82 が、これらの用途には完璧です。4ページをご覧ください。

そして、皆様に注目していただきたいのが、10 ページでご紹介する、モメンタリおよび継続

動作のできる革新的な新 04 シリーズ 照光付きセレクタースイッチです。

inTouch 最新号の内容をどうぞお楽しみください。

皆様の EAO 国際チーム
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ヒューマン・マシン・インターフェースの専門家、EAOは、そのユニ
ークな 57 シリーズのプッシュボタンに対し、数々の名誉ある国際
的デザイン賞を受賞しました。

2013年は、念願の iF（国際フォーラム）製品デザイン賞の受

賞に始まり、57 シリーズが「輸送用デザイン」カテゴリー

で受賞しました。このホット・ニュースは、昨年、その名も

高いシカゴ・アテナイオンより「ハードウェア」カテゴリー

で「グッド・デザイン賞」を受賞した、その直後に届いたの

です。

最高経営責任者 Kurt Loosli はこう言っています：「そのよ

うな栄誉ある賞を 2 つも続けざまに受賞するということは、

大きな業績であるだけでなく、EAO の真の行動的価値を実証

するものです。機能に完全にマッチする革新性、信頼性、そ

して直観的な設計です。

「57 シリーズにより、私たちはあらためて公共交通機関の世

界で、設計におけるリーダーシップを担っていること、そし

て、乗客の皆様の体験を改善することに日々努力しているこ

とが証明できたのです。」

最近では、New Equipment Digest が EAO に「制御および機

器」カテゴリーで金賞を授与し、57 シリーズを「業界最高の

新製品」と認めてくれました。

これらの価値ある受賞により、当社の製品がデザインに優

れ、革新性、材料の選択、機能性、人間工学的観点からいっ

ても美的センスからいっても魅力があることが認められまし

た。

EAO のドア制御は、重要なデザイン賞をいくつも受賞しています。

保護された緊急呼出ボタン

非常事態にある人達にとって、新 57 

シリーズの「緊急呼出」ボタンが頼み

の綱となります。誤った使用から守る

ため、タフなアルミベゼルが周囲に高

めに付いています。このスイッチは、

主に公衆トイレ用に設計されていま

す。

コンパクトな「ブラック・トップ」のストップ
スイッチ

EAOは、51 シリーズのストップスイッ

チに、新しい「ブラック・トップ」バ

ージョンを導入しました。この耐久性

のある、UL認証の停止ボタンは、パネ

ル背面取付深度がわずか 18.8mm と、

業界で最も低くなっています。

新しい「フェイルセーフ」LEDインジケータ

10 シリーズ「フェイルセーフ」イン

ジケータ （BA9s タイプ）は、2 組

の LED を使用しています。片方が故

障しても、他方のペアが機能し続けま

す。鉄道基準 EN 50155 に適合してい

ます。
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破壊行為および暴力的な使用に十分耐える頑丈さを備えながら、
同時に今日のスタイリッシュな環境にフィットするエレガントなルッ
クスをもったビル用制御パネルを作ることは、装置デザイナーにと
って大きな挑戦課題です。 

EAOは、82 シリーズを開発しましたが、これは、非常に厳し

い操作環境での使用条件を満たすために、耐久性にこと優

れた、優雅なプッシュボタンの数々です。頑強性、耐久性

を追求した全金属性フロントを特長、そして保護等級 IP67

、IK10 に基づく耐衝撃性をクリアし、これらは今すぐ利用

できる最もタフなスイッチと言えます。-30°C から +70°C 

までの極端な温度変化、また 85% 超の湿度にも、82 シリーズはびくともしませ

ん。

頑丈なプッシュボタンは、直径 16、19、22.5mm の取付穴サイズ、モメンタリ、	

または継続動作のどちらにも対応して、お求めいただけます。レンズのスタイル、

材料および照光タイプには、以下のように、幅広いチョイスがあります：

	■ 非照光レンズ

	■ ドット照光タイプまたはリング照光タイプのレンズ

	■ フラット、突起、またはドーム型

	■ ステンレススチール SUS 304

	■ クロムステンレススチール

	■ 真鍮、金色

	■ アルミニウム、アルマイト処理

人間工学 82 シリーズ は、チケットおよび自動販売機、情報ターミナル、公共の

キオスクの入場チェック、またはドア・エントリー・システムに、または技術装置

の任意パーツとして理想的です。すべてのコンポーネントの材料は、RoHS および 

UL 規格に適合しています。 

82 シリーズ - 丈夫で
スマート、万能なこの
プッシュボタンは、3
つのサイズでお求め
いただけます
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82 シリーズ  - 破壊
行為に曝されるチケ
ット販売機や装置に
完璧
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タッチパネルやメンブレンスイッチでは、プッシュボタンやスイッチ
が満たしている、厳しい環境条件や安全規制を実現するのは実際
問題として不可能であろうと、専門家たちの間では意見が一致して
います。

今日のスマートフォンやタブレットがあふれる環境では、信頼できるプッシュボタ

ンなど、じきに時代遅れになるだろうと考えるのが当然なのかもしれません。しか

し、このような予測は検討外れで、実際には、プッシュボタンもスイッチも、これ

からもずっと身の回りにあり続けるというのが正しいのです。これらの古典的装置

を使っていくことには意味があり、不可欠でさえある用途が無数にあり、それは今

後もずっとそうで続けるにちがいありません。タッチパネルと比較した場合の、プ

ッシュボタンの最大の利点として、触覚でのフィードバックが挙げられます。

機械類および輸送という2つの市場セグメントを見ると、どちらのシステムにもそ

れぞれの利点がある一方で、プッシュボタンでしか条件を満たさないタスクがある

ことがわかります。ことに、安全性にかかわる用途、または、厳しい環境、屋外ま

たは過酷な気候条件で機器が使用されている場合などが、それに該当します。

産業用途、特にマシン、生産あるいは包装機械に関していえば、通常、清潔で安定

した環境の中で操作されるからこそ、タッチパネルやメンブレンスイッチの使用が

意味を持っています。しかし、このような完全な環境下であれ、プッシュボタンが

まだ不可欠な多くの用途が存在します。例えば重工業などで、オペレーターが安全

グローブを着用しなければならず、汚れ、液体、ほこりなどがタッチパネルをすぐ

に破損してしまうような場合を考えてみてください。国際的な安全規制を厳守する

必要のある、すべての非常停止用途にいたっては、申し上げるまでもないでしょ

う。 

EAOの革新的、高信
頼性、直感的な操作
性を誇る製品があれ
ば、未来への備えは
完璧です。
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機械ロックおよび安全キー・システムを持つキースイッチによってし

か実現できない、所定の安全レベル (SIL) を備えた用途も、タッチ

パネルが適さないもう 1 つの分野です。

携帯型のコントロール、ヘビーデューティや建設機械、それになによ

りも鉄道と公共交通機関の用途に用いられた例をご覧ください。これ

らの用途では、プッシュボタンとスイッチこそが頻繁に求められる製

品です。一定の触知性が要求され、または求められる場合ではどこで

も、押す、引く、または回すなどの触覚的フィードバックは、これら

以外では伝えられないのです。さらに、運転士のように、コックピッ

ト・パネルだけに専念できず、環境と線路も同時に見なければならな

いような条件下で働く場合には、ボタンとスイッチが別々の形状をし

ていて、直観的な機能性をあらわしていることで、オペレーターが正

しいボタンを押せることが大切です。

タッチパネルやプッシュボタンが同等の規模で使用されるコックピッ

ト用途とは対照的に、旅客乗降口システムは、プッシュボタンの専門

領域です。乗降口システムでは、地元の安全規制の遵守、広くてユー

ザーに優しい操作エリア、突起したシンボル、照光するフィードバッ

クリング、統合型音声機能や警告音などは、タッチパネルには提供で

きない、なくてはならぬ要件です。

これらはすべて、EAOが革新的で、信頼性の高い直観的な機能性の製

品が未来への先取りをしていることの証明であり、そしてプッシュボ

タンとタッチパネルは、これからも長い間、相互に補いながら共存し

ていくに違いないのです。

非常停止機能は、仮想ボタンに置
き換ることができないのが特色で
す。

EAOでは3つのタイプを提供して

います：フールプルーフ設計の 

E 停止、フールプルーフ設計の

停止スイッチ、および通常の停

止スイッチ。簡単に言えば、「E

停止」と「停止」の違いとは、E 

停止がフールプルーフタイプ

で、以下の重要規範と基準に適

合していることです：EN IEC 

60947-5-5、DIN EN ISO 13850

およびEN 60204-1。eao.com/

downloadでEAO白書にある非常停

止スイッチのコピーを入手して

ください。白書に至るには、リ

ンクをクリックしてください。

EAOの構成可能な HMI パネルが、タッチパネル / ディスプレイ、ソフトキー、工業用コンピューターおよび離散スイッチを、単機能の人
間工学に基づいたパッケージに統合して、「ミックス技術」アプローチをお見せします。
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ヘビーデューティでの需要

効率的で高度に構成できる標準システムを、というOEMの需要に刺激され、現在HMI

のデザイナーは、CAN対応の電子モジュラーシステム、そしてリアルタイムの情報

管理に主な焦点を当てています。この目的のため、タッチパネル、エンコーダ、ジ

ョイスティック、キーパッドなどが、従来のハードワイヤのコンポーネントに取っ

て代わろうとしています。 

CANバス・モジュラーシステムでは、ディスプレイとタッチパネルの組込みがより

簡単になりました。これにより物理的な制御の数を劇的に減らすことができます。

タッチパネルには非常に強力な多機能性が追加されました：オペレーターは様々な

スクリーンをトグルスイッチして切り替え、GPS座標をチェックしたり、車両性能

統計を確認するなど、すべてが同一のユニット内で行えます。 

CANバス・システムの方が電気的負荷が低いので、電子モジュール・キーパッド

は、直接または配線で強電流を取り扱うために、これまで一般に使われてきた、古

いスタイルのロッカースイッチに取って代わりつつあります。

ゴム引き・ダッシュマウントのキーパッド・コントローラーは、ルックスがレトロ

調であろうと新品であろうと、現代の運転室中では標準です。一般的には、CANベ

ースの接続性およびカスタム構成が可能で、特殊用途、またはユーザのタイプ別の

ニーズが完全に満たせるようになっています。

苛酷な環境下にさらされ酷使されるため、キーパッドは密封されていることが重要

です。EAOのネットワーク化されたキーパッドの製品ラインナップの中でも、シリ

コンコートしたカスタマイズ可能の丈夫なキーパッドは、前から後ろまで密封さ

れ、水、泥、砂、塩分、油、化学製品に対して非常に優れた耐久性を示します。 

EAOでは、ダッシュボード取り付けに最適な、直感的で読み取りやすいプッシュボ

タン、インジケーターおよび完全なパネルを、カスタマイズした銘彫刻やバックラ

イトのオプションを備えて、幅広い品揃えで提供しています。 

現代の建設車両の運転室は精巧な制御環境です。オペレーター
は、人間工学に基づいて配列されたスクリーン、ゲージ、ダイヤル、
取っ手およびスイッチなどに囲まれながら、様々なソースからのデ
ータに対し、極めて迅速に反応することが求められます。
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カスタマイズされた
制御パネルで、特殊
アプリケーション、ま
たはユーザーのニ
ーズをぴったり満た
します

EAOのシリコンコー
ト・ネットワーク用キ
ーパッドは、汚れ、塩
分および湿気に対し
優れた耐久性を示し
ます。
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EAOは、2013年のユーザ
ー・インタフェース・デザイン
会議に参加し、プレゼンテー
ションを行いました。
数百名の業界専門家が、今月初めに有名な Dutch Evolution センターで会合し、オラン
ダのアイントホーフェンで開催されたユーザー・インターフェイス・デザイン展示会でプレ
ゼンテーションを聴講し、アイデアを共有しました。 

EAOも、業界をリードする選り抜きの企業グループの中に入っていました。ここに

は Phillips Healthcare や Hoist Centre も含まれており、彼らはインタフェー

ス設計における重要な領域についてプレゼンテーションを行うため、招かれていま

した。

EAO Netherlands の Dave Polman 常務取締役は、満員のセミナールームで「有効

なヒューマンマシンインターフェース (HMI) デザインの考察」と題する論文を発

表しました。「生産高がこれほどまでに伸びたのは予想以上でしたが、これはこの

デザイン分野に対する興味がいかに高まり、重要性を増してきたかを示していま

す。私たちは、考え抜かれた HMI の重要性を人々に理解していただき、工業デザ

イナー、エレクトロニクス開発者、およびその他の専門家の方々に、デザインプロ

セス開始にあたり、用意周到に臨めるよう、お手伝いをしていきたいと思っていま

す」と彼は語りました。 

プレゼンテーションで焦点が置かれたのは、いかにスイッチ・コントロール、アク

チュエータ、またタッチパネルのような HMI コンポーネントの選択や統合が、ヒ

ューマン・オペレーション設計された装置の成功の鍵を占めているか、また、いか

にたった 1 つの機械類のピースが、総合的効果を作り出したり、または壊したり

できるか、ということでした。  

ユーザー・インタフェース・デザイン会議は、アイントホーフェンの「ブレインポ

ート」といえる地方にある、UFOの形をしたEvolutionセンターで開催されました。

ここは、テクノロジーにおける革新性と野心に捧げられたエリアです。
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IP67 プロテクションを備え
た、人間工学的操作の照光
付きセレクタースイッチ

より明るく、より直観的に
操作できる制御を

かつてヘンリー・フォードは、T

型はどんな色でも揃っている、

「それが黒である限りは」と言

いました、しかし、EAO はこう

言います：「カラフルに！」

と。 

制御パネルをカラーのフロント

リングでスマートに彩り、マッ

チする色、またはコントラスト

の色の LED 照光で仕上げをし

ましょう。

どのお客様も、それぞれ個性

があることを EAO は理解して

います。これらのコンポーネン

トは、個性ある制御パネル設計

ができるよう作られました。

お近くの支社までご一報くださ

い。EAO はお客さまのニーズを

満たす製品をカスタマイズをさ

せていただきます。

ヒューマン・マシーン・インタフェースのエキスパート、EAO の新 04 シリーズ  - 照光付き
セレクタスイッチが提供する人間工学的な設計、そして明確なステータス表示は、電車の
運転士にはことに重宝していただけるでしょう。

DIN5566-1 標準に沿って設計され、IP67 環境保護をさらに改善し、照光の光度を

より明るくした人間工学的アクチュエータを備え、この高品質の製品は、鉄道車両

運転士の現場から厳しい環境の中で作動する機械類まで、多大な応用に適していま

す。 

円形あるいは正方形のデザインでお求めいただけ、白、赤、緑、黄、青の単色 LED 

、または2色 LED と豊富な種類からお選びいただけます。同じアクチュエータに、

モーメンタリ動作と継続動作を組み合わせることもできる、2 また 3 ポジション

のバージョンからお選びいただけます。

04 シリーズ は、プッシュボタン、インジケーター、キーロック、セレクタースイ

ッチおよび非常停止ボタンを含んだ、総合的な製品ラインです。これらが揃って、

革新的で、高信頼性、また直観的操作のできる制御パネルを創造する手段を、器具

デザイナーに提供しています。 

どの製品も、CE、RoHS、CB- EN/IEC 60947-5-1、UL、SEV、NFF 16-102

、CSA、CCC、GOST、ドイツのロイドを含む国際規格に適合しています。

新 04 シリーズの、 2 
および 3 ポジション照
光付きセレクタースイ
ッチには、モメンタリ
および継続操作が備
わっています。
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EAO の世界での展示会

Railtex  
ロンドン（英国） 2013年4月30日～5月2日

EDS  
ラスベガス（米国） 2013年5月6日～9日

Suissetraffic  
ジュネーヴ（スイス） 2013年5月27日～29日

Internat Railway Salon Expo 1510  
モスクワ（ロシア）  2013年9月7日～10日

Trako  
グダニスク（ポーランド） 2013年9月24日～27日

Elektrotechniek 2013  
ユトレヒト（オランダ） 2013年9月30日～10月4日

SPS/IPC/Drives  
ニュールンベルグ（ドイツ） 2013年11月26日～28日

オーストリア  +49  201  85  87  0   eao.at

ベルギー  +32  3  777  82  36 eao.be

中国  +852  27  86  91  41  eao.com

フランス  +33 1 64 43 37 37  eao.fr

ドイツ  +49 201 85 87 0  eao.de

イタリア  +39 035 481 0189  eao.com

日本  +81 3 5444 5411  eao.com

オランダ  +31 78 653 17 00  eao.nl

スウェーデン  +46 8 683 86 60  eao.se

スイス  +41 62 286 95 34  eao.ch

イギリス  +44 01444 236 000  eao.co.uk

アメリカ  +1 203 877 4577  eaoswitch.com

その他の国  +41 62 286 92 10  eao.com

EAO が2 つの製造リーダー
シップ賞を受賞

EAOに、Frost and Sullivan’s 

Manufacturing Executive and the 

Manufacturing Leadership Council

から「製造業リーダーシップのトッ

プ100賞」が授与されました。北米

の子会社、EAO Corporationは、そ

の HMI システムズデザインおよび

製造能力を拡張する優れた実績を

買われ、革新企業賞を受賞し、EAO 

Corporation 会長である Lance A. 

Scott が、そのリーダーシップと業

界への影響に対し、個人 ML100 賞

を受賞しました。Lanceは、「世界

一流の HMI システム製造オペレー

ションを開発する私たちの努力が認

められ、これほどうれしいことはあ

りません。トップ 100 の世界一流

の製造業会社およびリーダーの方々

と肩を並べることができるのは、大

変な栄誉で、大きな成果だと思って

います」と語っています。
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