
仕 様 書 

 

機 器 名：精密万能試験機 

数  量：一式 

納入場所：地方独立行政法人京都市産業技術研究所 ３階 305 23℃恒温恒湿室 

     （京都市下京区中堂寺粟田町９１ 京都リサーチパーク９号南棟） 

納入期限：平成31年1月31日(木) 

 

１ 機器の概要 

 精密万能試験機はプラスチックを中心とした材料の静的試験（引張，圧縮，曲げなど）を行う試

験機であり，試験機本体，各種試験冶具，恒温槽，計測制御装置などを含むシステムである。負荷

方式はバックラッシュレス精密ボールねじ駆動によるダイレクト・高精度定速ひずみ制御方式で，

負荷容量50kN以上，荷重精度0.5％級（ロードセル）以上での試験が可能であり，広範囲なクロスヘ

ッド速度制御，超高速サンプリングなどの機能を有するなど，高精度で信頼性の高い試験が可能な

試験機である。また，荷重と変位を自動制御するなどの試験制御機能，試験結果のデータ処理機

能，非接触による変位測定などの機能も有する試験機である。 

 

２ 機器の構成 

（１） 試験機本体部 

（２） 各種試験冶具，その他機能部 

（３） 恒温槽部 

（４） 計測制御部 

 

３ 必要とする規格及び性能条件 

（１）試験機本体部 

  ア 据付方式       ：床置き形 

  イ 負荷容量       ：50kN以上 

  ウ 有効試験幅(コラム間隔)：600mm以上 

  エ クロスヘッド 

       ～テーブル間距離：1,485mm以上 

  オ 本体剛性       ：175kN/mm以上 

  カ 負荷方式       ：バックラッシュレス精密ボールねじ駆動による 

ダイレクト・高精度定速ひずみ制御方式であること。 

  キ ロードセル容量    ：50kN,1kN（各引張圧縮校正0.5級） 

50N（引張圧縮校正1級）を有すること。 

  ク 荷重精度       ：50kN,1kNロードセルは指示値の±0.5%以内 

                50Nロードセルは指示値の±1%以内 

（各ロードセル定格容量1/1～1/1,000の範囲において） 

  コ 試験力レンジ     ：レンジレスであること。 

  サ 試験速度範囲     ：0.0005～1,000mm/min以上 

  シ 試験速度精度     ：±0.1%以内 

  ス 位置検出精度     ：指示値の±0.1%以内（10mm以下では±0.01mm以内） 



  セ リターン速度     ：最大1,200mm/min以上 

  ソ 外部アナログ電圧入出力：各々2チャンネル以上 

  タ 既存治具の取り付け  ：既設島津製作所製オートグラフAG5000E用治具の活用が可能である

こと。 

（２）各試験冶具，その他機能部 

  ア 引張試験部 

  （ア） ロードセル容量50kNの空圧式つかみ具により，試験片をつかみ，試験が可能であること。 

  （イ） ロードセル容量50kNでの試験で，平板試験片(板幅40mm以上，板厚0～21mm以上)， 

     丸棒試験片(直径4～26mm以上)の試験が可能であること。 

  （ウ） ロードセル容量1kN，50N用の使用温度範囲-70℃～250℃に対応の平面型つかみ具を有する

こと。 

  （ウ） ロードセル容量1kN，50N用のバネなどによる仮締め機構による２段締め空気式平行締めつ

かみ具を有すること。 

  （エ） 5kN細線つかみ具を有すること。 

  （オ） 空圧式治具に供給する空圧装置を有すること。 

  （カ） 1kN,50Nロードセルのセル取付け板を有すること。 

  ウ 非接触式伸び計測部 

  （ア） ダブル・シングルCCD カメラ切替え可能な非接触ビデオ伸び計を有し画像処理により耐

力・伸び等の測定が可能であること。 

  （イ） ビデオ伸び計の計測精度はISO 9513 Class0.5（JIS B7741 0.5級）に準拠し，

幅計測もISO 9513 Class1（JIS B7741 1級）に準拠し，プラスチックの引張試

験規格：ASTM D638に対応，ISO527(JIS K 7161)のA1型試験片(GL75)にも対応し

ていること。 

  （ウ） 視野120mm，500mm，800mmのカメラを有すること。 

  （エ） 伸びと幅の同時測定可能なこと。 

  （オ） 本体制御解析ソフトと連動して制御可能なこと。 

  （カ） LEDライティングを２つ有すること。 

  エ 圧縮・曲げ試験部 

  （ア） Φ100固定式圧盤を有すること。 

  （イ） Φ100球座式圧盤を有すること。 

  （ウ） JIS，ISO，ASTMに準拠するプラスチック３点曲げ試験が可能であること。 

 （最大試験力10kNはポンチ先端半径R5×幅34mm，支点先端半径R2・R5×幅34mm 

 支点間距離20～200mm） 

 （最大試験力100kNはポンチ先端半径R5×幅72mm，R15×幅110mm，支点先端半径 

 R2・R5・R15×幅110mm，支点間距離200～500mm） 

  （エ） 最大試験力５kN用小型試験用３点・４点曲げ試験治具を有すること。 

 （ポンチ・支点先端半径R2・R2.5×幅20mm，支点間距離10～60mm以上） 

  （オ） （エ）の試験治具のポンチ・支点先端部品の予備を５つ有すること。 

  オ 曲げたわみ計測部 

  （ア） ISO178，ASTM D790，JIS K7171に準拠していること。 

  （イ） 測定精度が指示値の±1%以内又は絶対精度±3μm以内であること。 

  （ウ） 測定範囲が0～30mm以上であること。 

  （エ） 測定方式は接触式・リニアエンゲージ式であること。 

  カ その他機能部 



  （ア） 試験力，位置等の基本操作用LCDタッチパネルを有すること。 

  （イ） 重錘式若しくはループ形検力器式による，各容量ロードセルの引張・圧縮キャリブレーシ

ョンが可能なこと。 

  （ウ） 試験片飛散を防止するためのキャスター付きカバーを有すること。 

  （エ） 各種試験治具を保管する棚を有すること。 

  （オ） 計測制御部の専用テーブル・椅子を有すること。 

  （カ） 装置紹介のA1サイズパネルを有すると。 

（３）恒温槽部 

  ア 槽本体部 

  （ア） 槽内寸法は382mm×382mm×725mm以上であること。 

  （イ） 温度範囲は-180℃～320℃以上であること。 

  （ウ） 観測窓（ガラス製100mm×525mm以上，曇り止めヒーター付き）及び室内灯を有するこ

と。 

  （エ） 温度分布制度は槽内中心部で±1.5℃以内であること。 

  （オ） 昇温時間は40分以内，降温時間は30分以内であること。 

  （カ） 内槽材質はSUS304以上の耐食性があること。 

  イ その他機能部 

  （ア） 槽内で50kNのロードセルによる引張試験が可能（-70℃～300℃に対応）であること。 

  （イ） 槽内で1kN，50Nのロードセルによる引張試験が可能（-70℃～250℃に対応）であるこ

と。 

  （ウ） 槽内で50kN，1kN，50Nのロードセルによる圧縮試験（圧盤直径50mm）が可能であること

（-180℃～320℃に対応）。 

 槽内で50kN，1kN，50Nのロードセルによる曲げ試験が可能（ポンチ先端半径R5×幅

50mm，支点先端半径R2・R5×幅50mm，支点間距離20～100mm），（-180℃～320℃に対応）で

あること。 

  （エ） 非接触式伸び計測が可能（-50℃～150℃に対応）であること。 

  （オ） 未使用時にレールを格納できるスライドレールを有すること。 

  （カ） 設置場所出入り口に液化窒素自加圧容器を，容易に移動可能なスロープを有すること。 

（４） 計測制御部 

  ア ソフトウェア部 

  （ア） クロスヘッド速度，試験力速度，応力速度，ひずみ速度，試験力一定保持制御，ひずみ一

定保持制御が可能なこと。試験中に測定される試験力やひずみのデータを基に制御パラメー

タをリアルタイムでオートチューニングし，高精度な応力制御，ひずみ制御が可能なこと。 

  （イ） アップ，ダウン，ホールドの動きを設定し，任意の試験パターンを作成し，実行可能なこ

と。 

  （ウ） 1,000回以上の引張，圧縮，曲げの繰り返し試験が可能。本体制御解析ソフトと連動して

制御可能なこと。 

  （エ） 試験機の計測値のサンプリングが0.2msec以下で可能なこと。 

  （オ） ソフト画面で４個以上のグラフ画面を同時に表示可能なこと。 

  （カ） グラフ上で任意の点を指定し，指定した点のデータを出力可能なこと。 

  （キ） 試験条件や試験結果をファイル名の一部及びデータ保存日で，検索可能かつその画面プレ

ビューが可能なこと。 

  （ク） 試験片の追加，挿入，順番入れ替え，再試験が可能なこと。 

  イ コンピュータ部 



  （ア） CPU     ：Intel(R) Core(TM) i5-6500 (3.20GHz)以上 

  （イ） OS     ：Windows10 64bit以上 

  （ウ） メモリ   ：4GB以上 

  （エ） HDD     ：500GB以上 

  （オ） 光学ドライブ：DVD±R/±RW以上 

  （カ） 外付けHDD  ：3TB以上(バックアップ用) 

  （キ） ディスプレイ：27インチワイド以上の液晶ディスプレイ 

  （ク） プリンタ  ：A4カラーレーザー 

 

４ 契約条件 

（１）保証期間・研修等 

  ア 機種更新につき旧機種については引き取ること。 

  イ 搬入，設置，調整及び旧機種の引き取り等に係る費用は，全額納品者の負担とする。 

  ウ 搬入及び搬出時は，当所内の床，壁等の破損を防ぐこと。必要に応じて養生等を行うこと。 

    当所の建物，設備などに損傷を与えた場合は，納品者の責任において原状に復すること。 

  エ 本設備が正常に作動するように検収後１年間は無償で点検・調整をし，障害防止を行うこと。 

  オ 検収後１年間は，通常の使用により故障した場合の無償保証に応じること。 

  カ 検収は設置場所で職員立会いの下で行う。 

  キ 本機器の操作等に関する関係職員に対する研修内容，方法，期間等については納品者と協議の

うえ決定するものとする。 

（２） 補償等 

  ア 設置後に仕様書に違反していることが判明した場合には，契約完了後でもこれを解除する。 

  イ 設置・撤収・建造物回復などに要する費用は全て納品者が負担するものとし，地方独立行政法

人京都市産業技術研究所への補償については別途協議して決定するものとする。 

 

５．参考機種 

  株式会社島津製作所 精密万能試験機 オートグラフ AG-50kNX plusと同等品若しくはそれ以上の

もの。 

 


