TM

輸送環境記録計 SAVER 3D15
4"7&3%は、3軸MEMS加速
度センサーを内蔵し、DC応答計測が
可能な輸送環境記録計です。

4"7&3% には、温度・湿度
の各センサーも内蔵されています。

4"7&3% は、9Vのリチウム
またはアルカリ乾電池駆動により、
最長15日間（アルカリ乾電池は7日
間）の長期連続計測が行えます。16
ビットの分解能で、輸送や使用環境
を正確に記録します。
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環境変化をとらえるための
モニタリングを継続
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特

徴
Field-to-Lab®

15日間の連続駆動

温度・湿度センサー

4BWFS9XBSFソフトウエアを使用し
て、4"7&3シリーズ輸送環境記録計で
計測された加速度データを分析し、
そのままランダム振動試験に利用で
きる14%プロファイルを作成できま
す。この14%プロファイルは、 ラン
スモント社の振動試験コントローラ
で直接インポートできる形式になっ
ており、ランダム振動試験をすぐに
実行することができます。 ランスモ
ントが提案するこの統合プラット
フォームを利用すれば、効率良く計
測と試験が行えます。

4"7&3%は、交換
可能なリチウム乾電池
2個で駆動し、フィー
ルドでのMEMS DC応
答型加速度センサーに
よる計測を、15日間
の長期にわたって行う
ことができます。
（アルカリ乾電池の場
合は7日間）

4"7&3 %に内蔵され
た温度・湿度センサーに
よって、加速度だけでな
く温度・相対湿度の環境
情報を得ることができま
す。

温度・湿度センサーは、4"7&3 %の背面に取付けら
れており、設定条件にしたがって温度・相対湿度の環
境情報を計測します。

オプション
外部電池パック

取付冶具キット

データ計測・分析サポート

もしも15日を越えるような計

4"7&3%を容易に

測が必要となっても、心配は
ありません。4"7&3%に

車両や構造物へ固定す
ることができる、取付
冶具キットも用意さ
れています。アダプタ
プレートや取付ネジ類
の他、鉄面への固定用
のマグネット取付冶具
キットもご利用いただ
けます。

エクサーチとランスモ
ントの実務経験豊富な

は、連続駆動日数を40日まで
延長することができる外部電
池パックオプションが用意さ
れています。

スペシャリストが、お
客様に代わって輸送環
境データを分析しま
す。

スペシャリストの目で分析されることで、貴重な輸送環
境データの価値と信頼度を一層高めることができます。
エクサーチとランスモントのスペシャリストは、輸送環
境計測に不慣れなお客様でも安心して4"7&3%をご
利用いただけるよう、計測のセットアップからデータの
回収・分析、そして4JNQMF)FBMUI.POJUPS3FQPSUのよう
な特定の目的にフォーカスしたレポート作成に至るま
で、一貫したプロフェッショナルサポートご提供しま
す。
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SaverXware™
4"7&3シリーズの各輸送環境記録計には、記録計の設定から計測データの分析までを簡単に行える、ランスモント社のソフトウエア
4BWFS9XBSF5.が付属しています。4BWFS9XBSF5.には 衝撃・落下高さ・振動・車両モーションそして温湿度サイクルのデータ分析
機能が用意されています。

4BWFS9XBSFには、一般的な計測
アプリケーションでの利用のた
めに、「標準セットアップゲー
トウェイ」と呼ばれる簡易設定
メニューが用意されています。
さらに、輸送環境計測に慣れた
上級ユーザー様用として、すべ
ての設定パラメータをカスタマ
イズできる、「アドバンスト
セットアップ」オプションも装
備し、他の記録計の追随を許さ
ない使いやすさを提供します。

データ分析
個別波形と複数イベントのサマ
リー分析機能を備え、加速度波
形や周波数分析そして「ベクト
ルビジュアライザー」と呼ばれ
るモーション再生＆レビューが
行えます。

イベント一覧表と時系列グラフ

サマリーイベント選択

異なる複数のデータファイル
を、ひとつの共通プロジェクト
データベース上で見たり分析し
たりすることができます。デー
タファイル内の各イベントの加
速度など主要数値情報は、「ク
イックヒストリー」と呼ばれる
時系列棒グラフの下に一覧表示
されます。
「クイックヒストリー」は、プ
ロジェクトデータベースにある

ピーク加速度、実効加速度
(SNT 、発生時刻、イベントタ
イプ、加えて衝突タイプや方向
といった要素を使って、大量の
データの振り分けや有用なデー
タの選択を行うことができま
す。これは、4BWFS9XBSFの機能

ファイルの中から選択された

の中でも、際立って優れた、お
客様のデータ分析作業負荷を大
きく減らす機能です。クイック
ヒストリーのズームオプション
では、イベントデータの選択を

データファイルの時系列棒グラ

時系列グラフのカーソル間で行

フを表示します。

うこともできます。

サマリーレポートと
エクスポート
計測結果の報告書を、カスタマイ
ズ可能な「プロジェクトサマリー
レポート」として作成し、プリン
トアウトができます。
加えて、汎用ソフトウエアでも
データ分析や報告書作成ができる
よう、プロジェクトデータを
ASCIIファイル形式にエクスポー
トすることもできます。

GPS位置情報とのデータ統合
外部の(14レコーダで計測され
た位置情報データをインポート
し、4"7&3 %のイベント
データと自動的に同期させるこ
とができます。これにより、お
客様の計測した輸送環境データ
にさらなる価値を加え、分析結
果に新たな洞察を加えることが
できます。



計測セットアップ
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計測アプリケーション
DC応答の加速度センサーによる
低周波数エネルギーの計測が必
要な、特定のアプリケーション
があります。たとえば、遊園地
のジェットコースターや衛星の
打ち上げ、鉄道貨車の連結衝
突、自動車の衝突試験などです。
これらのアプリケーションでは
すべて、作用時間の長い低周波
数応答の波形や、加速度一定の
DC波形が観測されます。

鉄道貨車連結衝突

車両衝突試験

航空機挙動

貨物輸送

構造物

絶叫マシン

オフロード車両

包装

地震

「計測用」と「モニタリング用」の輸送環境記
録計を効果的に使い分けることで、さまざまな
可能性が広がります。

 送中や使用中における、振動・衝撃加速度、温湿度、気圧などのハザードの特徴を把握する。
t輸
t 製品設計基準を制定する。
t ラボでのシミュレーション試験基準を開発する。
t 物流チャネルや輸送業者の品質を評価する。
t 貨物損傷事故発生時の責任区分を検証する。
t お客様の貨物に対する荷扱いの品質を管理する。
t 温湿度環境のヒストグラムを作成する。



MEMS DC応答型加速度センサー
を内蔵する4"7&3%は、こ
うしたアプリケーションの計測
にうってつけの輸送環境記録計
です。
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仕

様

システム図 ‒ 取付寸法

物理仕様

温湿度特性

寸法：

95 x 74 x 43 mm

体積：

302 cm³

材質：

6061-T6 アルミ材

質量：

473 グラム

環境仕様：

耐候性

取付方法：

#6 (M3）ネジ用通し穴×4

動作温度範囲：

リチウム電池使用時

¡_ ¡$ ¡_ ¡'
アルカリ電池使用時
通信可能温度範囲：

0° to +60°C (32° to +140°F)

温度計測精度：

¡_ ¡$ ¡_ ¡'
±1.0°C  +5° _ +40°C
±1.5°C -40° _ +60°C

湿度計測精度：

5% ~ 95% RH ( 結露なし )

データ取得
サンプリングレート:

50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2500, 5000
サンプル／秒

A/D変換:

16 ビット

加速度センサー:

3軸 MEMS

加速度レンジ:

5, 10, 20, 50 G (可変フルスケール)

アンチエリアスフィルター:

4極 Butterworth ローパスフィルタ

カット

オフ周波数 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500 Hz
ソフトウエアフィルタ:

±%   5% _ 95% RH @ 25°C

電源
内部：

9Vアルカリ又はリチウム乾電池2個

1 または 2曲 後処理RCローパスフィルタ

外部：

単2乾電池4個

カットオフ周波数 0 から10 kHz

連続駆動時間：

15日（リチウム電池）
7日（アルカリ電池）
40日（外部電池オプション使用）

3dB 周波数応答：

DC (0 Hz) からローパスフィルター値まで

計測器ノイズフロア：

0.03 Grms （500 Hz バンド幅）

ダイナミックレンジ：

80 dB

計測精度：

±5% （一般的な温度、周波数変動の場合）

データ記録
シグナルトリガ：

¡_ ¡$ ¡_ ¡'

加速度しきい値を任意設定可能

ソフトウエア／通信
5.

ユーザーインターフェース：

4BWFS9XBSF ソフトウエア

動作確認済みOS：

Microsoft Windows® XP (SP3), Vista, 7

通信インターフェース：

USB 1.1 または 2.0 対応

転送レート：

400 kB/s (typical)

タイマートリガ：

計測インターバル値を任意設定可能

プレトリガ：

プレトリガサンプル時間を任意設定可能

データ保存モード：

加速度による上書き／フルメモリ計測停止／
計測時間による上書き
の3モード

操作ボタン：

Run / Stop (計測／停止） ボタン

温度 ／ 湿度：

各イベントに対して、温度と湿度値を記録

LED表示：

緑： Run (計測)
赤： Alarm (アラーム)
黄： Stop (停止)
緑： USBケーブル接続中

操作ボタンと表示

メモリ
メモリサイズ：

128 MB

メモリタイプ：

不揮発性フラッシュメモリ

メモリ保持：

電池切れ時、電池取り外し時にもデータを保持

単位: インチ

[ ]内はミリメートル

