鋼・コンクリート構造物に最適な測定性能
16 チャンネル、5kHz のサンプリング周波数の同時測定に対応。
応力、変位、加速度など、さまざまな測定に対応。

簡単・小型・軽量・発電機不要
現場測定に適した小型・軽量デザイン。
面倒な準備・設定をとことん排除した設計。
専用結線システムにより、準備作業を省力化。

多数の検査実績
新幹線や高速道路、在来線で 20,000 橋以上の使用実績。
JR 各社の土木技術センターにおいて、橋りょう検査で活躍。

前モデル BMC-16PV III からの改良点
電源入力を

コンパクトレコーダーを採用

0 点調整をソフトウェアで

トリガ機能による

USB 給電に変更

本体サイズを小型化

自動調整

自動収録に対応

スマートフォン向けモバイルバッ

共和電業社製コンパクトレコー

結線後、クリック 1 つで調整完了。

制御ソフトウェアでトリガ（条件）

テリーで給電できるため、発電機

ダーを採用。測定ソフトウェアを

測定前の準備作業が大幅に低減し

を設定することで、自動的に収録

等の外部電源は不要となり、可搬

一部共通化するとともに、本体サ

ます。

を開始・停止できます。

性が向上しました。

イズが従来機種より体積比で約
25% 減少しました。

株式会社 ビーエムシー
〒 261-7105 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6-1
ワールドビジネスガーデン マリブウエスト 5 階
TEL : 043-297-0207 FAX : 043-297-0208
WEB : bmc-hashimori.jp

BMC16-IV 製品仕様
項目

内容
共和電業製 CTRS-100 シリーズ

搭載機種型番

CTRS-100A

×1（本体ユニットと 4 チャンネルの測定ユニット）

CTRS-CDV010A

×3（4 チャンネルの測定ユニット）

CTRS-BATT010A ×1（電源供給ユニット）
レコーダーユニット

収録データ

CTRS-RCU010A
USB Type-B

データ記録メディア

SD カード（SDHC 規格に対応）

測定チャンネル数

16

保存先

SD カード、もしくは接続した PC に保存

データ形式

収録モード

×1（リモートコントロールユニット）

接続インターフェース

共和標準フォーマット KS2(*.KS2)
付属ソフトウェアにより BMC システム用データ形式 *MA(*.*MA) に変換可能

マニュアル

ユーザ操作で集録開始および集録停止を行う

トリガ（複合トリガ）

トリガ条件の設定により自動集録を行う

方式

全チャネル同時サンプリング
1/2/5 系列1,2,5,10,20,50,100,200,500,1k,2k,5k,10k,20k,50k,100kHz

サンプリング

周波数

2n 系列

4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536 Hz

設定可能な最大サンプリング周波数：100kHz/ 測定チャンネル数
測定対象
適合ブリッジ抵抗

測定

電源

ブリッジ電源 5V 設定時 350 〜 1000 Ω

ゲージ率

2.00 固定

ブリッジ電源 / センサ電源

DC2V, 5V

測定レンジ設定可能範囲

最小：1000×10 ひずみ / 最大：50000×10 ひずみ

入力範囲

±60000×10-6 ひずみ以内 / ±60V 以内

0 点調整範囲

±10000×10-6 ひずみ以内 / ±10V 以内

AD 変換分解能

24bit

電源コネクタ

ECP.1S302.CLL

電源電圧範囲

DC10V 〜 30V

消費電力

10W

放電時間

内蔵バッテリー

ひずみゲージ , ひずみゲージ式変換器 , 電圧
ブリッジ電源 2V 設定時 120 〜 1000 Ω

充電時間

-6

-6

2.5A(25W) 出力時 60 分程度
参考：本システムは 10W のため、満充電時は 150 分程度の稼働が可能
単体充電時：4.5 時間以下（周辺温度 10 〜 40℃）/ システム給電しながら充電時：7.0 時間以下

本体寸法

W 318 x D 257 x H 152 mm（突起部含まず）

本体重量

約 6.5 kg

使用温湿度範囲

-10 〜 50℃ , 20 〜 90%（結露なきこと）

PC・ソフトウェア動作環境
項目

モバイルバッテリー使用時の構成例

内容
Windows® 8.1/10

CPU

Intel Core™ i5 相当 2GHz 以上

メモリ

4GB 以上

ディスプレイ解像度

最小 1024 x 768 / 推奨 1920 x 1080 以上

インタフェース

USB 2.0 以降
・モバイルバッテリーで PC に給電する場合は、PC、モバ

BMC
System
USB 2.0

イルバッテリー、および USB 接続ケーブルが、それぞれ
USB Power Delivery(USB PD) に対応していることが必
要
その他

・最大稼働時間の目安 (PC 満充電時 )

PC

Power
Mobile
Battery

OS

Power

容量 10,000mAh のモバイルバッテリー使用時：約 12 時間
容量 20,000mAh のモバイルバッテリー使用時：約 20 時間
容量 26,800mAh のモバイルバッテリー使用時：約 24 時間
※機種・動作環境により変動
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記載製品の外観・仕様は予告なく変更させていただく場合があります。

