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inBrief

マイナス４０度でもOK

２０１４年１月１日から04シリーズは

性能向上によりマイナス４０度の極寒

の環境下でも作動します。

EAO は、革新的な HMI コンポーネント、視認性に優れたHMIシステム、そして世界で認
められた製造能力に関する数々の賞を得て、たゆまぬ躍進を続けています。

2013年もじき終わりですが、本年は革新的な新製品, 57シリーズプッシュボタン

が、産業界からの大きな評価を得て表彰され、また製造技術を表彰する威信ある賞

を2つも受賞することができたことを誇らしく思っています。 アメリカ、コネティ

カット州ミルフォードにある 子会社EAOコーポレーションは、これらの製造業リー

ダーシップ トップ100賞（ML100 Awards）を受賞する名誉に恵まれました。 – 詳

しくは 11 ページをご覧ください。

HMI システムについて、Siemens 社鉄道部門とその大評判のミュンヘン地下鉄 C2

型車両とのすばらしい協力関係についての興味深い考察をお届けします。HMI コン

ポーネントでは、56シリーズのインテリジェントな自動調整タイプのマルチトー

ン・サウンドモジュールをご紹介します。この MTSM（Multi-Tone Sound Module）

は周囲の騒音に合わせ自動的に音量調整をし、過度な音量から人々を守ります。

また、鉄道車両に関する欧州新防火規格 EN 45545に関する情報、そして3種類のア

ルミニウム・プリント技術についてもお伝えします。.

inTouch 最新号をどうぞお楽しみください。

皆様の EAO インターナショナルチーム

グレー色の停止用押ボタンスイッチ

奥行き18．8ミリの短胴、モメンタリ及

びオルタネイトの動作形が用意されて

いる51シリーズ停止用押ボタンスイッ

チの赤、青、緑、黄のマッシュルーム

ヘッド色にグレー色が加わりました。
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インターネットの先見者達は、20年以上前に伝統的な伝達手段
の終焉を予言していました。新聞、雑誌、手紙などは、直接会って行
う会議と同じように無用の長物となり、今後の伝達手段は、ある程
度「オンライン」のものになっていくというものでした。 

それから様々なことが起こりましたが、EAO ではいまだに、

トレードショーをサポートしていくことに価値があると信じ

ています。この11月、EAO は再びヨーロッパの一流電気自動

化の展覧会であるドイツのニュルンベルクで行われる SPS 

IPC Drives 2013に参加します。こうした場ほど、人々に実際

に会い、製品の新情報から製造傾向、そして展示会を楽しま

れているかどうかなどについて興味深い意見を交換できる機

会は他にありません。わが社のブースは単に EAO のステージ

やショーケースとしてのみ存在するのではなく、皆様との出

会いの場でもあるのです。私どもはこの場所で、新製品につ

いてご紹介し、皆様のニーズに合うソリューションをデザイ

ンすることが可能なわが社の能力に関して詳しくご説明しま

す。そしてこの様な会話が、すばらしいパートナーシップの

起点となることを願っています。Hall 8, Stand 228のEAOの

ブースまで是非お越し下さい。

SPC IPC Drives 2013 でお会いしましょう

新ロータリースイッチ

このたび K&N のロータリースイッチン

グエレメントが、新ソフトライン EAO 

04シリーズのセレクタースイッチに適

合できるようになり、ステージ数が

1 ～最大 8、すなわちNOコンタクトで

は 1～最大 16 まで実装が可能になり

ました。

新しいのネジ留め式端子 

魅力的でいて防破壊性も兼ね備えるメ

タルプッシュボタン82シリーズに、は

んだプラグイン端子タイプに加え、ね

じ端子タイプが登場しました。

フラッシュマウント・ブザー

新61シリーズのフラッシュマウント・

ブザーは22.5mm のカットアウトに適合

し、88 dB(A) を出力します。機械、パ

ネル構成、医療機器、そしてその他あ

らゆる用途に合います。  

ドイツ　ニュルンベ
ルグで開催されるSPS 
IPC Drivers 2013の
EAOスタンドをご訪問
下さい

http://www.mesago.de/en/SPS/For_exhibitors/All_exhibitors_product_groups/63974%2CEAO_GmbH/aussteller-detail.htm?sid=d4fe595f44eb8afb4217105eff626340&stamp=1384339587
http://www.mesago.de/en/SPS/For_exhibitors/All_exhibitors_product_groups/63974%2CEAO_GmbH/aussteller-detail.htm?sid=d4fe595f44eb8afb4217105eff626340&stamp=1384339587
http://www.mesago.de/en/SPS/For_exhibitors/All_exhibitors_product_groups/63974%2CEAO_GmbH/aussteller-detail.htm?sid=d4fe595f44eb8afb4217105eff626340&stamp=1384339587
http://www.eao.com/esj/ja/highlights/highlights_october13.asp
http://www.eao.com/esj/ja/highlights/highlights_october13.asp
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inAction
Siemens と EAO の Win/Win・パートナーシップ

バイエルン・ミュンヘンのサッカーファンは、もう1つこの都市を自慢する種が増えまし
た。Siemens 社が設計した新しいミュンヘンの地下鉄車両が、大きな賞を2つも受賞した
からです。

ユニバーサルデザイン賞で「未来の鉄道」として、そして国際的に評価の高いレッ

ド・ドットデザイン賞で「すばらしいデザイン」とお墨付きを得たこの車両に乗れ

ば、乗客の皆様もリラックスできることでしょう。フレンドリーでエレガントなイ

ンテリアに、収容定員数も増え、加速度と最高時速が高められたこの新しい地下鉄

は、まさに真のチャンピオンです。 

C2は他の何を置いても、より環境に優しいエネルギー効率の高い車両です。単にコ

ンポーネントの電気消費が少ないというだけはありません。このシステムで必要と

されるメンテナンスは極めてわずかで、耐用年数が延長されたためです。

運転士が操縦する車両は中でも、最も信頼性が求められる重要な場所です。それこ

そ Siemens が、EAOが提供する HMI システム・デザイン・サービスを使用し続け

る理由なのです。新しいドライバーズ・デスクには合計5枚のカスタムメイドのパ

ネルがありますが（下記参照）、そのどれにも EAO の革新的で視認性に優れ信頼

性の高い数々の  製品が搭載されています。Siemens の環境に配慮した目的を達

成する為、よりエネルギー効率の高いバックライト、インテリジェントな調光制

御、さらに改善された LED 照光プッシュボタンの開発を通して EAO は協力しまし

た。これらのパネルは完全に試験済みで、すぐにプラグインできる状態で納品さ

れ、Siemens はエンドユーザの時間もコストも節約することができました。EAO の

調達・サプライチェーンマネージメントと厳しい品質管理がもたらした更なる成果

です。

Siemens の C2ドライ
バーズ・デスクの特色
は、EAO の HMI システ
ム部門のスペシャリスト
たちが設計した5枚の
制御パネルです



5

Image copyright Siemens SWM/MVG 

Siemens の C2
は、2013年ユニバーサ
ルデザイン賞を受賞し、

「未来の鉄道」と称えら
れました

ミュンヘン地下鉄の Siemens 製 C2に搭載されてい
る HMI システムの特色：
 ■ エングレーブされたホイル・オーバーレイと傷防止コ

ーティングが為された陽極酸化フロントパネル

 ■ 4種類の EAO シリーズからの多様なプッシュボタ

ン、レバー、キースイッチ

 ■ 調光モジュールおよび電子アセンブリ

 ■ ディスプレイ取り付け用フレームとシール

 ■ 遮光性プロティクティブ裏面カバー

 ■ マグネット式取り付け用スチールパネルインサート

 ■ ケーブル配線およびコネクタ
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メタルアート
EAO は、メタリックな光沢が長持ちする丈夫な制御パネル用のアルミニウム・プリント技
術、および陽極酸化処理技術を幅広く提供しています。

陽極酸化処理されたアルミニウムは丈夫で軽く、見た目にも優れた材質でプリント

に最適です。プリント技術と表面加工の進歩により、今や制御パネルも機能的であ

るだけでなくスタイリッシュにすることが可能になりました。主に使用される4種

類の加工技術についてご説明します。

アルグラフィックス － デジタルプリント

最も画期的な開発技術はアルグラフィックスです。これは陽極酸化アルミニウムに

高解像のフォトリアリスティックな「タトゥー」を施すことができる、革新的なデ

ジタルプリント及び仕上げ技術です（左の画像参照）。これにより、消耗の激しい

機器に搭載された制御パネルのグラフィックスの色あせ、消耗、引っ掻き傷がなく

なります。特殊製法で作られたインクが、クリスタルクリアコーティングでシール

される前に表面に埋め込まれるという革新的な新プロセスです。仕上げられた表面

はサファイアの様な硬度を持ち、高温、紫外線、化学物質、塩水飛沫、浸食、磨

耗、剥離などに対し高い耐性を示します。実際の耐性レベルはステンレススチール

とほぼ同等ですが、こちらの方が軽量です。 

デジタルプロセスでは、シンボル、バーコード、写真など、ほぼ何でも天然アルミ

ニウムにプリントすることが可能で、丈夫で工業的外観を持つステンレススチール

並みの効果を得ることもできます。 

アルプリント・スクリーンプリンティング

スクリーンプリンティングは今もって、特に大量のマルチカラープリントをする上

で、万能で高品質、かつ経済的な技術です。アルプリントの染料は、混ぜて特殊な

カラーを作り出すことが可能です。ただし、仕上げはアルグラフィックスに比べ、

解像度が低く弾性に乏しいという弱点があります

シングルカラー陽極酸化処理

アルミニウムのカラー処理で最も経済的な方法ですが、カラーチョイスも最も限定

されています。フロント、バック、エッジなど、パネル全体に色付けするのに適し

ています。このプロセスでは、アルミニウム基盤の違いにより、バッチごとにわず

かではありますが色に変化が現れます。

表面仕上げ

アルミニウムの表面は化学的・機械的プロセスによる陽極酸化処理を行う前に、変

質して見えることがあります。たとえばアルミニウムにおける激しいエッチング処

理は、表面およびエッジのムラを減少します。ビードブラストでは手に触れる場所

を粗く、または滑らかな仕上げにできるのに対し、研磨では鏡のような仕上げが可

能です（合金基盤により異なります）。 
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Les sitio intium qui 
omnis et la sit quo 
odipsus adis excerest, 
quatus, simus. 

陽極酸化処理に関する簡単な説明

アルミニウムは空気に含まれる酸

素に反応し、極めて薄い高密度の

酸化物を形成しますが、この耐食

性はとても優れています。陽極酸

化処理はこのプロセスを利用し、

その被膜を厚くすることで耐食性

を向上させます。基本的には電流

を陽極から陰極へ流すことで行い

ます。陽極酸化処理されたものが

回路で陽極となります。これが陰

極とともに化学物質を溶解した陽

極酸化処理タンクに入れられま

す。酸化アルミニウムの硬質な被

膜が表面に出来上がります。厚さ

は、タンクに浸けられた時間によ

って決まります。

フォトリアリスティックな
再現で、デジタルプリン
ティングは今までにない
創造性を可能にします
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うるさすぎることも静かすぎることもない - 常にち
ょうどいい音量
EAO では、電車やエレベーター等の自動ドアや横断歩道、または安全・アクセス制御用途
で、人々を潜在的危険から守るための警告音を発する、自動調整マルチトーン・サウンド
モジュールを開発しました 

標準の産業用サウンドモジュールは、喧騒な状況に対応できるよう、高いボリュー

ムにプリセットされることが多く、静かな時間にも大音量で鳴ることが実地調査で

わかっています。このインテリジェントな新しい56シリーズのマルチトーン・サウ

ンドモジュール（MTSM）で、 EAO は周囲の騒音に合わせ自動的に音量レベルを調

整可能にし、この問題を解決しました。この為うるさすぎることも、静かすぎるこ

ともなく、常に「ちょうどいい」音量で警告音を発します。この新しい MTSM は、

バックグラウンドの騒音を検出し、周囲の騒音よりも大きく指定された（+2 から

+10dB、それ以外はご希望に合わせて調整）デシベルにボリュームを調整します。

過度な音量から人々を保護するだけでなく、どの取り付けの設定プロセスも非常に

迅速で簡単です。

カスタムメイドでプログラミングできる特色を持ち、ドアの開閉など、それぞれ異

なった状況に合わせた信号音を発することができます。異なったインターバル、長

さ、繰り返しでセットすることができる予め設定された6つのトーン・シーケンス

から選択できます。さらに、カスタマイズしたトーン・シーケンスも簡単かつ迅速

にトーン・エディター・プログラムで作成することが可能です。鉄道車両のメーカ

ーには、TSI/PRM に準じたサウンドを予めプログラミングされたセットをお届けい

たします。

MTSM は EAO の品
質、信頼性、耐久性、デ
ザインにおける最高標
準を満たすべく設計さ
れています。

http://www.eao.com/global/en/company/presscentre/corporatereleaseindex/corporatereleasedetail/2013_08_12_eao_S56_self_adjust.asp
http://www.eao.com/global/en/company/presscentre/corporatereleaseindex/corporatereleasedetail/2013_08_12_eao_S56_self_adjust.asp
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MTSM はパネルまたはガラスへの取り付けが迅速かつ
簡単にでき、その他の56シリーズ製品と同じデザイン・寸
法となっています。

標準モデルは電車及び公共輸送用途で IP69K

の保護等級がついています。 

 ■ スピーカーサイズ：直径 43mm 

 ■ スピーカー・デザイン：円錐形または平面形

 ■ 表面保護：IP69K または IP40

 ■ 裏面保護：IP65

 ■ 取り付け：パネルまたはガラス

 ■ 取り付けタイプ：レイズドまたは平面

 ■ 動作電圧：16 – 63 VDC および 50 – 143 VDC

 ■ 消費電流：< 50 mA 

EAOのスタイリッシュな
マルチトーン・サウンド
モジュールは、IP69K適
合で屋外の用途に最適
です（ここではStadler
社製車両を例示）
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EN45545 - 鉄道車両に関する欧州及び国際新防
火規格
長い間予期されていた鉄道車両に関する新防火規格 EN45545 が今年の9月に施行さ
れました。これは火災に対する安全要求事項を調和させ、相互運用性を改善しようという
ヨーロッパの意欲的なプロジェクトの成果です。これにより、ほとんどの欧州諸国が必要と
するものは1つの証明書となりました。 

新規格 EN45545（鉄道用途 - 鉄道車両における防火）はこうして終点にたどり着

いたというわけです！鉄道車両におけるコンポーネントのほとんどすべてが - 内

装から外装、制御に至るまで - これにより防火性を厳しく試験されることになり

ます。この規格は7部に分かれており、材料とコンポーネント、防火障壁、鉄道車

両設計、電気機器、火災制御と管理システム、そして引火性液体およびガスの取り

付けについて、防火性に対する安全要求事項の基準が記載されています。 

第2部（材料とコンポーネントの燃焼挙動）の要求事項は、主に HMI  製品に関す

るものです。ヨーロッパの鉄道車両で使用される全てのプッシュボタン、表示器、

ケーブル、PCB および PCB 含有物は、以降、その燃焼挙動、すなわち煙・煙霧の

密度と毒性などをテストしなければならなくなります。

UL94 V0の仕様は EN60695-10-11と調和しており、EN45545 （セクション 2/R26）

の要求事項を満たしています。EAO のほぼ全ての製品もすでに UL94 V0 に準じて

いますので、新 EN45545規格にも準じていることになります。

 ■ NF F 16-101（フランス）

 ■ UNI CEI 11170（イタリア）

 ■ RENFE DT-PCI 5A（スペイン）

 ■ BS 6853（英国）

 ■ DIN 5510（ドイツ）

 ■ PN93K & PN88K（ポーランド）)

2016年半ばから下記の規格は、EN45545に差し替えられます。
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EAOコーポレーションが名誉ある製
造技術賞を2つ受賞

アメリカ、ミルフォードにある EAOコーポレーション が Frost and 
Sullivan 社より、名誉ある製造業リーダシップトップ100賞 （ML 
100）を2つ受賞しました。

この北米の EAO 子会社は、拡大する HMI システムのデザイ

ンおよび製造能力による優れた実績に対して2013年の革新

企業賞を受賞しました。EAO コーポレーション社長である 

Lance A.Scott（写真右）はその産業界におけるリーダーシッ

プ、インパクトおよび影響力を称して個人に与えられる企業

家賞を受賞しました。

「トップ100の世界一流の製造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、EAO にとって大変な栄誉であ

り、大きな成果だと思っています」と Scott 氏は語っていま

す。「特にうれしいのは、世界でトップクラスの HMI システ

ム製造作業を発展させるという我々の努力が、このような独

立した著名な審査委員会より認められたということです。技

術設計を提供する市場と、ユニークな HMI のニーズに応えて

お客様をコンサルティブにサポートする理想の間に、ギャッ

プがあることに気づきました。私たちの HMI システム拡大プ

ロジェクトにより、必要とされる技術能力、産業デザイン、

現地製造能力もさらに発展させて、北米のお客様のエキスパ

ート・パートナーとなることができました。」

EAOコーポレーションで
は HMI のデザインと製
造能力を拡大し、お客様
にカスタムメイドの制御
システムをよりいっそう
充実させて提供できるよ
うになりました。



www.eao.com

inView

www.eao.com

EAO が参加予定の国際展示会

SPS/IPC/Drives  

ニュルンベルグ（ドイツ） 2013年11月26日～28日

Expo Ferroviaria  

トリノ（イタリア）  2014年4月1日～3日

EDS  

ラスベガス（米国） 2014年5月5日～8日

ASIAN ELENEX    

香港（中国）  2014年5月7日～9日

Automatica  

ミュンヘン（ドイツ） 2014年6月3日～6日

INNOTRANS  

ベルリン（ドイツ） 2014年9月23日～26

World of Technology & Science  

ユトレヒト（オランダ） 2014年9月30日～10月3日4

APTA EXPO 

ヒューストン（テキサス） 2014年10月13日～15日

Electronica  

ミュンヘン（ドイツ） 2014年11月11日～14日
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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 1444 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


