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当社独自のノウハウが
信頼できる結果を得るための基礎
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特別に選定された分銅材料
特注の超オーステナイト系ステン 
レス鋼は、真空下で鋳造するこ 
とで不要物質を低減し、溶存ガ 
スを除去して酸化物の清浄度を 
高めます。それにより鋼の物性 
が最適化され、たとえば密度測 
定の再現性が大変向上します。

熟練した研磨処理
二段階を用いるこの工程では、 
当社の実績豊富な研磨技術者 
がまず機械により分銅を磨い 
ていきます。彼らの特殊技能と 
専門知識により、第二段階の 
電解研磨にて、安定した高品質 
な仕上げが保証されます。

ロボットによる校正
多大な投資による最先端ロボッ 
ト技術と数十年の経験が相まっ 
て、最高水準の分銅校正を保 
証します。コンピュータ制御に 
よる測定プロセスがヒューマン 
エラーを排除するので、不要な 
不確かさ要因を抑制し、一貫性、
再現性のある校正結果をもたら 
します。

当社は分銅寿命の全期間にわたって高い耐腐食性を発揮する最高品質のオース
テナイト鋼のみを使用し、分銅を製造しています。当社独自の製造プロセスは、
真空下での鋼の溶融、機械研磨、さらに電解研磨による表面仕上げ、そして全自
動洗浄後に、最先端のマスコンパレータを用いた校正を行っています。このプロ
セスは、最高品質の高精度な分銅を長年提供してきたメトラー・トレドが自ら設
計したものであり、市場で他の追随を許さない安定性を誇ります。 

当社独自のノウハウが
最高精度を保証
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メトラー・トレド独自の電解研磨プロセスは、機械研磨に比べてはるかに
滑らかに分銅表面の微細な突起を除去します。強化された酸化膜の特性
により、分銅の長期安定性が向上します。

分銅を直流回路の陽極に接触させ、陰極として作用する特注の電解質の恒温槽に浸します。
制御された電流を流すことで、分銅表面の微量元素が電解質に移動し、次のようなメリッ
トをもたらします。

• 表面粗さの減少による安定した質量
• 微量物質元素の完全除去による高精度（例：グラファイト）
• 分銅を覆う高密度の酸化層により、腐食に対する耐性の向上 1)

耐久性の高い分銅特性
電流密度と浸漬時間は、長期間 
の使用を意識した許容範囲上限 
に収まる分銅を提供するため、正 
確に調整されます。それにより通 
常の使用で発生する減量の影響 
を最小限に抑え、耐用年数を飛 
躍的に長期化できます。

コンピュータ制御の校正
完全なコンピュータ制御のもと、
個々の分銅測定値は電解研磨 
装置へ自動転送されます。ソフト 
ウェアは必要なパラメータを評 
価して、各重量を目標許容範囲 
に収まるように調整します。

1) 出典：ASTM, Designation B912-02

 www.mt.com/weights

 電解槽
電気化学的プロセスが 

分銅の表面から微細な突起を 
除去し、非常に滑らかな仕 

上げを施して、分銅が必要な値 
になるように正確に調整します。
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質量の安定性、分銅の長期使用を保証
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当社の革新的なWeightLink™システムでは、個々の点検用分銅に固有
の識別コード（UIN）が分銅の底面にマーク（レーザー刻印）され、分銅の 
校正証明書とひも付けされます。校正データは2番目のデータマトリックス
コード（DMC）に保存され、校正証明書の情報を電子的に読み取ることが
できます。専用のDMCスキャナでこの2つのコードを読み取り、情報を天
びんに送信します。天びんファームウェアは、天びんの点検開始を許可す
る前に証明書と分銅データを検証します。

非常に効率的なこのシステムにより、不適切な分銅を点検に使用することがなく、手作業
によるデータ入力で生じるエラーを完全に解消できます。点検の完全なトレーサビリティは、
以下の4つの簡単なステップで確保できます。

1. 校正証明書のDMCデータを読み取り
2. 分銅の識別コードをスキャン
3. 照合された分銅を使用し天びんの点検を実行
4. レポートの印刷

分銅の検証システム
天びん点検のトレーサビリティを保証

確実なトレーサビリティ
標準内蔵の天びん点検アプリケ 
ーションに分銅固有データと点 
検結果が記録されます。点検の 
詳細レポートは、外部のプリン 
ターで印刷でき、実施した天びん 
点検の適格な記録管理を提供し 
ます。（レーザー刻印は円筒形分 
銅の1g以上8㎏以下まで対応して 
います。）

セキュリティの強化
WeightLink™で、認証された点検 
用分銅以外は使用することがで 
きません。点検用分銅を天びん 
の点検前に照合するので、点検 
プロセスの完全実施が保証され 
ます。

生産性を向上
分銅固有の情報を天びんファー 
ムウェアに自動で転送するので、
手動で記録するプロセスと比較 
し作業が極めて迅速になり、手書 
きの入力内容を重ねてチェックす 
る必要がありません。点検結果 
を素早く容易に印刷できます。
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容易な設定
WeightLink™の分銅は1g～5kg。データマ 
トリックススキャナは天びんに接続する 
だけで使用可能です。対応する天びんフ 
ァームウェアのバージョンについては、 
メトラー・トレドにお問合わせください。

 www.mt.com/weightlink
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分銅技術の究極目標であるマイクログラム分銅の公称値は0.05mg～0.5mg、 
校正の不確かさはわずか0.0002mg（0.2マイクログラム）と優れた水準で
す。マイクログラム分銅は、例えばコンピュータチップや顕微鏡装置など、 
大きさが100ナノメートル未満（1メートルの1000万分の1未満）の物体の製
造を通常伴うナノテクノロジー市場のニーズに対応して開発されました。

メトラー・トレドは、それぞれの公称質量について正確で再現性のある形状を確保するため
の自動製造プロセスを独自に開発しました。最小公称質量0.05 mgは、直径わずか0.05 mm 
（人間の毛髪程度）のワイヤーを使用しています。マイクログラム分銅をメトラー・トレドの'a5'
システムのような自動マスコンパレータを使って校正すれば、不確かさを可能な限り低減でき
ます。

マイクログラム分銅により 
技術の限界を超越

コンパクトなキット
収納ボックスと、0.05mg～0.5mgの 
各分銅用個別アルミ製容器

プロセスの効率性
使用場所での温度安定化や事前準備用の
風防機能を備えた移動可能なマガジン

柔軟性 
1mg分銅など、お客様が独自に追加 
するスペース

付属品
極細の分銅の取り扱いを確実に行うため
のセラミック製先端部と特殊フック付き
ピンセット
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ジョン・ペイン氏と新しいマイクログラム 
分銅そしてメトラー・トレドの‘a5’コンパレータ

2012年9月18日、National Measurement Officeは質量0.05mg、 
不確かさがわずか0.0002mgの質量校正により、ISO 17025認定の
質量校正ラボとなりました。

校正マネージャーのジョン・ペインは、メトラー・トレドとともに、この
先駆的な名誉を達成するべく励んできました。「これまで誰もなし得
なかったことへの挑戦なので、青写真や真似る手順が全くありませんで
した。ほとんど目視で確認できないほど小さな分銅を校正する効果的
な方法に加え、UKAS要件を満たす不確かさの新しい計算方法も開発
しなければなりませんでした。メトラー・トレドとの関係は良好でした。
世界でトップの校正ラボの1つが世界クラスのメーカーとタッグを組めば、
結果は自ずと明らかです。」

現在、同ラボはメトラー・トレドの分銅とコンパレータを使用して、世界
中のお客様に校正サービスを提供しています。

「どの程度まで最小の分銅が実現可能かが課題」

National
Measurement
オフィス

0205
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定期点検が必要なのは研究室用の天びんだけではありません。製造ライン
のはかりや計量プラットフォームも、測定値が信頼でき、規制を遵守して
いることを確認するために管理の対象となっています。規制によれば、 
最大2トンまでの点検に使用される分銅は、さらに高い等級の分銅を使用
して校正する必要があります。

メトラー・トレドは、M級以下の分銅の校正に適したOIML F級の大ひょう量クラスの分銅を
提供しています。高品質ステンレス鋼製の分銅は100kgから2トンまでご用意しています。 
その表面は鏡面仕上げを施しており、長期にわたって繰り返される校正手順に耐える 
質量安定性が保証されます。校正ラボの様々なニーズに合った形状の分銅を取り揃えて
います。

大型分銅による大質量の高精度化
産業用はかりの校正

点検用分銅の校正 
この1000kgクラスM1鋳鉄製分銅
などの点検用分銅は、さらに高い
等級の標準分銅を使用して校正す
る必要があります。

積み重ねが容易
安全に積み重ねることができる形
状により、大小の点検用分銅を簡単
に校正できます。
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11

円筒形分銅
個々の分銅は様々な公称値で使用可能
であり、一体型フックによってクレーンで 
容易に昇降可能です。頑丈な専用ケース
で保護されています。

ディスク分銅
ディスクは50kg単位で提供され、組み合
わせた合計で様々な公称値にアレンジで
きる最大限の柔軟性があります。均一形
状の設計で、取り扱いが容易です。

直方形分銅
これらの分銅を単純に組み合わせて様々
な公称値にアレンジでき、無駄な収納ス 
ペースが必要ありません。これらの分銅は、
積み重ねても安全なように重心が低く設計
されています。



www.mt.com/weights

ラボ用分銅
• 分銅単体と分銅セット
• 0.05mg～50kg、等級E0* + OIML等級E1～M1
• 1mg～20kg、ANSI/ASTM等級1、4
• シグネチャライン分銅のプラス側許容差は、
使用期間全体にわたる「許容範囲内質量の
保証」付き

*メトラー・トレドのマイクログラム分銅に適用

CarePacs® 
• 天びんの点検用の2個の分銅を含むメーカー
推奨の分銅セット。計量範囲は最大8 kg

• 製造元のSOPが同梱されており、点検を短時
間で容易に実施可能

• 最小0.03%のプロセス許容度に対する点検用

産業用分銅
• 1kg～5トン、OIML等級F1～M3
• 積み重ねと取り扱いを安全に行うための、
積み重ね可能な鋳鉄製分銅

• 規制産業で最高品質の要件については、ステン
レスグリップハンドル分銅を提供

メトラー・トレドは、ラボ用の微小質量分銅から産業用の大質量分銅に
いたるまで、お客様の個々の要求に適した広範囲な各種分銅を取り揃
えています。

当社のノウハウ
マイクログラムからトン単位まで

分銅に関する見積りや技術情報
についてはこちらにお問合わせく
ださい: weights@mt.com

詳しくはウェブサイトをご覧ください

メトラー・トレド株式会社
ラボラトリー事業部
TEL. 03-5815-5515
FAX. 03-5815-5525
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