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イントロダクション:

Ron StageMaster6000 第4世代は、多周波数チャネルと複数のロードセル対応の無線式安全荷重監視制

御システムで、ユーザーフレンドリーで操作が簡単です。無線式のため、このシステムはリハーサル中や、設備の

組み立て中でも簡単に設置でき、従来なら必要だった大量の重いケーブルを処理する作業を省くことが出来ま

す。1つの画面で多数の荷重を同時にリアルタイムで監視でき、荷重の全体像を完全に把握できるため、機器の

安全な吊り上げ作業を管理することが出来ます。このシステムの中核は、8年間のエンターテインメント業界で

の実績、また30年間の産業部門での開発、ノウハウ、および経験に基づいて構築されたものです。 PCを使用

することで、演者の上に重機が吊り下げられるエンターテインメント業界や、人命や高価な機器が危険にさらさ

れてしまう環境、その他の安全が保証されるべき環境に理想的なソリューションを提供します。

私たちのモットーは、「Safety Above All 安全は全てに優先する」です。

Ron StrageMaster6000システムは、エンターテインメント業界の高まる需要に応えるために、主にオペ

レーターがマルチセクションの荷重制御（例：複数のホイストが装着されたマザーグリッド、またはロングトラス

など）用の機器を取り扱うのを支援する為に開発されました。これらすべての装置の安全を、単一の制御ユニッ

ト(PC)で確保しています

Ron StageMaster6000G4は、安全で洗練されておりユーザーフレンドリーなシステムです。システム毎に

75を超えるロードセルのグループと、現場ごとに複数のシステムを1つのユニットとして、最大15の独立した

グループとして操作、制御することができます。オペレーターは、吊り上げ作業中（動的荷重）と設置後（静的荷

重）の両方で、吊り下げられた機器のすべての荷重を同時にリアルタイムで制御することが可能です。受信した

荷重情報に基づいて、システムは荷重ポイントの制御と監視をします。過荷重、荷重不足、および極度の過荷重

（危険信号）を検出して表示します。ロードセルまたはロードセルのユーザー定義グループごとに、システムでは

ユーザーが測定単位を定義することが出来、バッテリー残量を表示させ、ZERO(初期化)、TARE(風袋)、

SUM(合計)、およびMAX(最大)の機能を使用することが出来ます。さらに、JPG、JPEG、BMP、または

PDFファイルを使用して、ステージプランをアップロードすることができます。 これにより、画面上の各ロード

セルをロードマップに配置して、実際の索具構造を表すことができます。各イベントに関連するすべての設定は、

PCレポートフォルダーに保存することが出来ます。

ユーザーは過荷重検出値を設定および監視が出来ます。（ロードセル容量まで、過荷重をカスタマイズすること

が出来ます。– 荷重点の許容荷重がホイストの容量よりも小さい箇所で使用されます。）ユーザーは各加重ポイ

ントまたは所定のグループに名前を割り当て、必要に応じてグループメンバーを簡単に変更できるだけでなく、

グループの過荷重や全体の構造に対する過荷重も変更することが出来ます。このすべての情報で、

StageMasterセットポイントディバイスを介してホイストまたは構造全体を停止させることが出来ます。この

装置は、ドライコンタクト（乾接点）出力を介して任意のホイストコントローラーに出力し、ステージ設置中にリ

ミット（過荷重または荷重不足）を設定することが出来ます。出力（E停止–デスクシステムのみ）。負荷が設定さ

れた制限に準拠していない場合、このすべての情報を使用して、ステージの組み立て中にStageMasterを使

用してホイストまたは構造全体を停止できます。

このシステムでは、ユーザーは、システム作動中に収集されたデータを収集することが出来ます。これには、各グ

ループの重量、最大、危険、過荷重の状況、および合計累積重量が含まれます。収集されたデータは、ユーザー

が望めば、PCのハードディスクに保存することが出来ます。レポートはHTMLファイルとして保存され、簡単に

Microsoft Excelに転送出来て、必要に応じて並べ替えやその他の統計分析を行うことができます。（障害/

事故の原因を見つけるのに役立ちます。）レポートはボタンをクリックするだけで簡単に操作/停止することが

出来ます。

マニュアルを注意深くお読みください–システムのインストールとその後の使用が容易になります。
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システム条件:

Ron StageMaster6000G4の最適なパフォーマンスを実現するための最小シ
ステム要件は次のとおりです:

アップルモバイル製品：iOS10以降

アンドロイドモバイル製品：iOS10以降

ノートパソコン：Google Chrome ver 51 以降 ** オフラインでの使用は8ページ参照

ブルートゥース – BLE4以降

定義 -ハードウェア、ソフトウェア、オプション

ハードウェア

LC – ロードセル(エイロンクラシックタイプ) は、ロードポイントと吊り荷/機器の間にあり、加
えられた負荷を測定し、その結果をPRR（ポータブルラジオ受信機）/ CRR（セントラルラジオ
受信機）に送信します。

表 裏

*他のタイプのLCは28ページに掲載

LCをケースに入れて
持ち運び

4台、8台、最大18台の
LCが入るケース

バッテリー
カバー

つまみねじ

オン/オフ ボタン

通常時、5秒間隔で
LEDが点滅

上部シャックル穴

下部シャックル穴

LC技術情報

LC使用荷重
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PRR -ポータブルラジオ受信機

コントロールユニット - Bluetoothを介してPRRから受信したデータを制御し、スマート
フォン/タブレット/PCの画面でデータを処理および表示し、情報をレポートとしてアプリケー
ションに保存します。

表 裏

電源/充電ソケット：

主電源に100-240V-
5Vcc

充電 ：

赤色LED-充電中

緑色のLED-充電済み

充電しながらでも使用可能

オン-緑色のLED：

点灯–デバイスはオン
ですが、LCからデー
タを受信していない

点滅–LCからデータ
を受信

オン/オフ ボタン
–PRRをアク

ティブにします

青色LED：PRRとモバ
イルデバイス間の
Bluetooth通信

バッテリーコンパートメ
ント/交換–単三充電式
タイプのみを使用

PRR シリアルナン
バー入りプレート

PRR / インターフェイスボックス
LCからデータを受信

緑のLEDが点滅

制御/表示する
モバイル機器

Bluetooth通信によるデータ転送

青色LEDが点灯
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電源–電源ユニットの動作範囲は、主電源から100V〜240Vです。 安全なコネクタを使用して、ポータ

ブルラジオ受信機ボックス（PRR）の上部パネルに接続します。 必要に応じて、電源を使用してPRRの

バッテリーを充電する必要があります。

SMSアラート – このオプション機能は、担当の管理担当者のための追加の警告装置です。 設置場所
（33ページ）から離れているときに、設置されたシステムで問題のありる状態へと変化があった場合、
管理責任者に通知します。 （PCベースのシステムのみ）

セットポイント - このオプション機能により、ユーザーは使用するモーターを設定および制御できます。
（危険な状況が発生した場合、モーターは停止します。） これは、ユーザー要件（35ページ）に示す通り、
乾接点(ドライコンタクト)を備え、「通常開」、または「通常閉」が基本的状態であるリレーを使用してい
るあらゆる種類のモーターコントローラーに適用できます。（PCベースのシステムのみ。）
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Overloadオーバーロード -設定された最大値を超えた荷重。許容荷重制限（必要/設定に
応じてLC容量、若しくはそれ以下にカスタム可能）過荷重は、単一の荷重ポイント、荷重ポイ
ントのグループ（グループ）、または合計累積荷重値で発生する可能性があります。これらの
過荷重のそれぞれは、リアルタイムで画面とレポートでユーザーに警告されます。（これらオ
プションがシステムに追加されている場合。– SMSアラートやセットポイントなどの追加のア
ラート機能で、モーターを停止させるか、あらゆる種類のアラームをアクティブにします。）

Underloadアンダーロード –セットされた最小許容荷重制限を下回った値。- 必要に応じ
て/設定により（カスタムアンダーロード）。 アンダーロードは、単一の荷重ポイント毎でのみカ
スタマイズできます。 これらの各荷重不足は、リアルタイムで画面とレポートでユーザーに警
告します。（システムにSMSアラートやセットポイントなどのオプションが追加されている場合、
あらゆる種類のアラームをアクティブし、若しくはモーターを停止させます）。 作業中にモー
ターチェーンのたるみを表示して回復するために使用できます。

Danger-LCへの負荷が、過荷重の3３%以上に設定された荷重ポイント（LC容量または必
要に応じて容量以下に危険荷重を設定）を超えた場合に発生する。 オーバーロード/危険荷
重は、単一の荷重ポイント、荷重ポイントのグループ、またはグループの総荷重値で発生する
可能性があります。 これらの危険荷重はそれぞれ、画面上のユーザーにリアルタイムで警告
し、レポートに記録されます。

Tr. Error通信エラー - LCからPRRへの受信データが送信なし／誤っている／壊れている

Group Load - これは、LCグループの累積負荷値の合計です。 各グループには独自の合
計があり、これは1つの構造（長いトラスまたは梁など）上の複数の荷重ポイントの累積荷重
を表示することが出来ます。 このグループには、負荷制限も設定されています。 Sumは風
袋機能を考慮に入れます。 このグループは、ゼロまたは風袋機能をアクティブにし（2秒間1
回クリック）、グループのオーバーロードを設定するための基礎でもあります。 合計を1回ク
リックして、特定のグループに属するLCをマーク/識別するためにも使用されます。 そのグ
ループの一部であるLCの背景が青色に変わります。

Max最大値 –これは、受信した最大値（LC最大値）または計算された最大値（グループ最大
値）です。 この機能は、ピーク値を表示することにより、実際のショーの前に構造/デザイン
の弱点を特定するために使用することが出来ます。 LCの読み取り値の色が紫に変わります。
最大値は、プログラムを閉じるか、設定の変更後に「Apply:適用」をクリックするとリセット
されます。
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Total Groupトータル –これは、合計グループを含む選択されたシステム内のすべてのLCの
累積合計荷重値です。 屋根または天井に加えられた過荷重をチェックして警告するために使
用できます。- このような警告には、迅速な対処が必要です。 風袋機能（NET=正味荷重 - ア
クティブな場合）は考慮されず、LCの1つが通信エラー状態にある場合、値は表示されません。
二重層の荷重がある場合、総荷重は実際のそれよりも大きく表示される可能性があります（そ
のグループに、下位グループのLCを追加する場合）。

Zeroゼロ調 –長期間の使用または温度の変化の後、LCの開始点（ゼロ）が元の設定からわず
かにずれる可能性があります。これにより、現在LCに負荷がかかっていない場合でも、小さな
負荷値（正または負）が表示される場合があります。これを修正するために、PRRに従ってLC
に新しいゼロを設定することができます。これを行うには、ユーザーは、ゼロ化する必要のある
LCのグループ（左上）を1回（2秒間）クリックし、[はい]をクリックしてゼロを確認する必要があ
ります。グループ内のすべてのLCがゼロになることに注意してください。これは、グループ内
のすべてのLCに共通のゼロを作成するために必要です。

以下の場合、ゼロ調を有効にすることはできません。
-グループでTARE風袋がアクティブ化されたとき。
-グループのLCの1つが「危険」の位置にある場合。
-グループのLCの1つが「オーバーロード」位置にある場合。
-グループのLCの1つが「Tr.Error通信エラー」の位置。
-元の工場設定ゼロと現在のゼロの差がLC容量の30％を超える場合。

Tare風袋 –この機能は、機器（モーター、チェーン、トラスなど）の正味重量を見つけるた
めに測定値から、負荷の一部を除くために使用されます。安全上の理由から、総負荷グ
ループ値（ルーフ）はTAREの減少値を考慮しないことに注意してください。風袋（グルー
プベース）を有効にすると、グループ合計の上にある「GROSS総重量」ステータスが
「NET正味重量」ステータスに変わります。

これを行うには、ユーザーは風袋引きする必要のあるLCのグループ合計（左上）をクリックして
選択する必要があります。次に、ユーザーは風袋引きオプションを選択し、[はい]ボタンをクリッ
クしてこの要求を確認する必要があります。これにより、風袋機能がアクティブになり、そのグ
ループ内のすべてのLCに「0.000」が表示され、グループ合計フィールドの上部に「NET」のメ
モが表示されます。グループ内のすべてのLCは風袋引きされることに注意してください-これ
は、グループ内のすべてのLCに共通のゼロを作成するために必要です。グロスに戻すには、風
袋ボタンをもう一度クリックしてください。

Low Batローバッテリー – LOW BATアラートは、LCバッテリー電力が約30時間未満の
場合に表示されます（約5％〜10％）。バッテリーボタンをクリックして、LCのバッテリー電
源ステータスを表示します。
バッテリーの寿命は、温度条件によって異なる場合があります。新しいプロジェクトの前に、
すべてのバッテリーを交換することを強く推奨します。

P.S.W. – Pre-Set Weight – 事前設定された重量–これは、LCの上に配置された特定の
負荷ポイントにユーザーが追加したい追加の重量です。例としては、ホイストがLCの上に吊る
されており、その重量を測定された負荷値に追加する必要がある場合です。この値はID設定
画面で設定でき、LCに適用されたゼロでリセットされます。正の数値のみの使用が認められま
す。
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モニタリング画面

荷重マップ –この監視画面では、設計ロード許可ポイントによって設定された
定義済みロードポイントの実際の位置の実際のロードマップが可能です。 これ
は、例外的な負荷（過負荷や低バットなど）が発生した場合に最も安全な表示
であり、ユーザーは問題の位置を即座に特定して即座に対応できます。

リスト表示 –これは、アクティブなロードセルの読み取り値を表形式で表示す
る為のオプションです。 特定のグループ、またはすべてのアクティブなLCの
過荷重と最大値を表示することが出来ます。

グラフ表示 –この監視画面は、アクティブなロードセルをグラフ形式で表示
するオプションの画面です。 すべてのアクティブなLCの負荷と最大値が表
示されます。

荷重／バッテリー -これは、すべての動作中、および登録済みのロードセルの
バッテリー状態の表示です。 バッテリーボタンを押すと、ディスプレイがバッ
テリーの状態と荷重値を切り替えます。。

レポート –これは、PCハードドライブ内の「SM CRR / Projects」の下位に
ある「Stage Masterフォルダー」内に記録されたデータです。 それは、1 
Mbのメモリ毎に新しいレポートを更新し、グループ名、及びレポートが開始さ
れた日付と時刻をタイトル名とするファイルです。

無関係な受信現象 -システムを操作しているとき、特にLCに荷重がかかって
いない時に、何かしらの読み取り値が受信されて1秒間ディスプレイに表示さ
れてから消えることがありますので注意してください。 これの唯一の認識は、
レポートとMAXステータスに表示されます。（LCに負荷された荷重が読み出
しの荷重よりも少ない場合）。 この読み取り値は、レポートを確認するときに
簡単に識別できます。これは、前の読み取り値と次の読み取り値に比べて、例
外的に妙な数値となります。 無視してください。
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インストール
アプリケーションのインストールGoogle ChromeのWebアドレスを使用し、下記へアクセス

https//rsm.eilon-engineering.com/ 

**オフラインでの使用: 通常、Google Chrome Webページアプリケーションの起動後は、イン

ターネットにアクセスする必要はありません。 ただし、PCの電源がオフになったり、アプリケーションが閉

じられ、インターネットが利用できない場合は、Webページを開いた直後に次の手順を実行しない限り、

再度起動するためにインターネット接続が必要になります。

WebページをPCに保存し、インターネット接続が無い状況でも利用できるようにするには、次の手順に

従ってください。

①

①インターネット接続環境で、URLに
アクセスし、アプリケーションを起動

②GoogleChromeの設定

③その他ツール

④名前を付けてページを保存

②

③
④

⑤任意のフォルダに保存

⑥ファイルの種類は
「ウェブページ、完全」

⑦起動しやすいように、ブック
マークなどに保存（おすすめ）

⑤

⑥
⑦
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ウェルカムメッセージ：

システムの機能の説明図

モニタリング画面

ウェルカムメッセージ：
アプリが起動されるたびに表
示されます。 開く/離れて戻り
ます。 このリストは、システム
を実行するために必要な基本
的情報が表示されます。

OKを選択

②
③
④
⑤
⑥

①メニュー

メニューを開く

②モニター
モニタリング画面が
起動します。

③プロジェクト
新しいプロジェクトを
取得/作成します。

④設定
LC /グループ/ユニット
/一般パラメータを設定
します。

⑤レポート
レポートを表示、ダウン
ロード、電子メールで送
信が出来ます。

⑥PRRをスキャン
ブルートゥース経由で
PRRをモバイルに接続
します

重要：「PRRのスキャン」アイコンをタップする前に、PRRをオンにして下さい。

①
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PRRに接続されています。

切断されています。

一度接続した後、システムは再接続を試み
続けます-15ページを参照してください。

メニューボタン

バッテリー状況

総荷重値 - 全てのLCの合計

トータル表示を“yes”で表示(設定を参照)

グループ名とグループ内LCの合計値

ロードセル名／IDと荷重値もしくはバッテリー状況

プロジェクト名 計測単位

異常時の記録

グレーの場合は異記録なし

風袋モード

Gross総重量／Net正味重量
表示の種類

荷重マップ／リスト／グラフ

ピーク荷重表示

各ロードセルの荷重表示、
またはバッテリー状況
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ズームインモードからホーム位置に戻る

背景

メール、写真、アルバムから選択し、PDFで送
信することが出来ます。

写真や図面などを背景にし、実際にロードセ
ルがあるマップ上に配置し、視覚的に分かり
やすい荷重マップを作成します。必要なとき
に目的の荷重場所を発見することができ、安
全性を高めます。

LCを配置した位置を固定

LCをリストに戻す、マップ上から外す

荷重マップ

ホーム位置

マップ上にLCを配置
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LCをホームからマップへ再
配置するにはドラッグする
か、 アイコンをタップし
て全てのLCをマップ上に
移動します。再度タップし
ホームに配置することも出
来ます。

グループのLCの強調表示

ピーク機能表示

マップ

ホーム

マップ上のグループのLCの強調表示：

グループを1回クリックすると、そのグ
ループの色の下にあるLCが青色に変
わり、マップ上のどこに配置されてい
るかが示されます。 また、ホーム位置
にリスト表示されます。 もう一度クリッ
クすると、通常の（緑）表示に戻ります。

[MAX]をクリックする
と、LC、グループ、およ
び合計の表示が変わり、
操作期間中に受信した
ピーク（最大値）が紫色
に変わります。 風袋ま
たはゼロ、または設定
の変更により、最大値
がリセットされます。
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各種モニタリング表示

リアルタイム荷重マップ

リスト表示

棒グラフ表示

最も安全で、デフォルトの
ディスプレイタイプです。

ユーザーは、背景にアップ
ロードされたマップ／図面
／写真上の実際の位置に
LC表示を配置することが
できます。 緊急事態または
低バッテリーの場合、ユー
ザーはすぐに発生場所を確
認し、対応することが出来
ます。

LCのすべての関連デー
タをスプレッドシートと
して表示します。

アイコンをもう一度ク
リックすると、バーグラ
フが表示されます。

LC ID／名前／荷重／比率／バッテリー状況／アンダー／オーバーロード／グループ合計／最大荷重／グループ

最大荷重

LC名

LC容量

LCのすべての関連データ
を棒グラフディスプレイと
して表示します。
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デジタル、グラフィック画面

警告メッセージ

デジタルグラフ表示

LC#1

デジタルグラフ表示

LC#2

デジタル荷重表示
LC#2

LC#1名前

警告アイコンの色が赤の場合、警
告メッセージが記録されている
ことを示します。

警告メッセージは、通信エラー、
オーバーロード、アンダーロード、
などの危険な状況です。

リストアイコンをクリックすると、
メッセージのリストが開き、表示
されます。 「クリア」を選択すると、
プロジェクトで収集されたすべて
のメッセージが消去されます。

リストアイコンをもう一度クリック
すると、リストが閉じます。

LC#1名前

デジタル荷重表示 LC#1

棒グラフディスプレイの横に
LCのデジタル負荷値を表示し
ます。

画面には最大8つのLCを表示
できます。自動的にディスプレ
イのサイズは変更されます。
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ゼロ/風袋機能

ゼロ機能

グループをダブルクリックすると、
ゼロ/風袋の選択が開きます。 ゼ
ロを選択すると、確認メッセージ
が表示されます。

Nextを選択します。

「Next次へ」ボタンを2回タップ
して、ゼロプロセスを確認します。

ゼロ機能：詳細については、この
マニュアルの6ページを参照して
ください。
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風袋機能

Settings screens – LC, Group & General
Settings

風袋引き：風袋引きオプションを選択
します。

風袋引き機能を選択した後、選択し
たグループの上に「NET正味重量」が
表示され、風袋引きが現在アクティブ
であることを示します。 また、上部メ
ニューの「風袋」表示の横にチェック
マークが表示され、のオン/オフキー
として機能します。

選択したグループ。 風袋をもう一度
タップするとキャンセルされ、
「Gross総重量」に戻ります。

風袋機能の詳細については、このマ
ニュアルの6ページを参照してくださ
い。

Projectsプロジェクト-新しいプ
ロジェクトを取得/作成します。

メニュー-メニューを開く

ScanPRR受信機スキャン–
Bluetooth経由でPRRを検索して
モバイルに接続します-その前にPRR
をオンにします

Setting設定-プロジェクト/ LC /グ
ループ/一般パラメータの設定をします。

Reportレポート-レポートを開いて
表示/電子メールで送信します。

Monitorモニター–モニタリング
画面が起動します。
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PRRのスキャン–これはPRRとモバイルデバイスを接続するための最初の
ステップです–PRRはLCから受信したデータを転送します。

PRRのフロントパネルにある「ON / OFF」ボタンを押して、PRRをオンにします。

会社名

PRRのスキャン–この機能を使用して、
PRRを見つけてモバイルに接続しま
す。 Bluetoothサインの横にある赤
いチェックマークは、PRRとディスプ
レイ（スマートフォン、タブレット、PC）
の間に接続がないことを示します。

Scan PRRをクリックすると、ペアリ
ング可能の検索リストが開きます。
いずれかを選択して「ペア」をタップ
すると、接続が可能になります。

Bluetoothサインの横にある緑色の
チェックマークは、接続が有効である
ことを示します。

接続失敗の場合-システムは常に再接
続を試みます。
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設定を開始するためのプロジェクトの選択/作成

一般設定 – 危険警告、グループ、合計、単位、レポート

[設定]メニューをタップします

プロジェクト–この機能を使用して、
設定を取得する既存のプロジェクト
をアップロードするか、新しいプロ
ジェクトを作成します。

既存のプロジェクトをアップロードす
るには–「プロジェクト」フォルダの下
にあるリストから目的のプロジェクト
を選択します。

新しいプロジェクトを作成するには–
「Projects」フォルダの下にある
「CreateNew Project新規プロ
ジェクト作成」を選択し、名前を付け
て設定の編集を開始します。

プロジェクトを削除または複製するに
は–「Setting設定」の上部バーから
必要なオプションを選択します。
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一般的なプロジェクト設定

単位

単位–この機能を使用して、操作する
単位を選択します。

Kg、LBS、M.Tonから選択

設定アイコンをタップ
します。

単位–操作する単位を選択します。

総過負荷–プロジェクトの総過負荷
（TOP LCのグループの合計）を定義
/設定します。

レポート–レポートのオン/オフを切り
替え、レポートのサイクルタイムを定
義します。 サイクルタイムは、長期間
の静的リフトが必要で、同じ数値でレ
ポートの負荷を最小限に抑えたい場
合に使用されます。ここでは、レポー
ト期間間のサイクルを定義します。

PreOverLoad warnig 危険警告–
操作する前の視覚的な警告レベルを
選択します。
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総過負荷

危険荷重警告

レポート

総過負荷（Tグループ）–このグループ
にLCを割り当てて、プロジェクトの総
過負荷（TOP LCグループの合計）を
定義/設定します。

このグループには、構造物の上部（屋
根/天井）にあるすべてのLCが含ま
れ、実際に構造物の総荷重を測定し
ます。

オーバーロード前の危険警告–オー
バーロード警告が発生する前に、定
義された容量のパーセンテージを超
えた場合に、表示の色が緑色からオ
レンジ色に変化します。オーバーロー
ドの何％で危険警告とするかを設定
します。

レポート–この機能を使用して、レポート
オプションをオン/オフにし、サイクルタイ
ムを分単位で定義します。

サイクルタイムは、LCから受信したデー
タをプロジェクトのレポートに記録する
ために決定する期間の定義です。

レポートはプロジェクト名で表示できま
す。
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レポートサンプル

メール／ダウンロード レポートオプション

レポート– [許可]をタッ
プして、レポートを電子
メールで送信するか、ダ
ウンロードできるように
します。

レポート–タップして
レポートを開きます

レポート–

送信/ダウンロード-レポート
は電子メールに送信するか、
CSV／JSON／PDFファイ
ルとしてダウンロードできま
す– PDFファイルは機器テス
ト証明書の生成に使用できま
す（2２ページを参照）。

フィルタ-フィルタを使用して、
関心のあるデータを表示しま
す。OKはすべての例外的な
データに対してであり、残り
はフィルタのトピックによる
ものです。

レポートのサンプル
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GeneratingTestCertificate-pdf形式

ヘッダーパラメータと会社のロゴを編集することから始めます。

PDFアイコンをタップ–
証明書を生成します。

これはテスト証明書の
サンプルです。 証明書
には、ロゴ、ヘッダー、
データの3つの部分が
含まれています。

ヘッダーには、前のス
テップ（編集）で入力し
たすべてのデータ、結
果、およびプロセスの
グラフが含まれていま
す。

レポート– [レポート]を
クリックして、レポート画
面を開きます。

RSMロゴをダブルク
リックして、PDF証明書
形式を編集するために
開きます。

ギャラリーまたはカメラ
を使用して、会社のロゴ
を追加します。

残りのヘッダー情報は、
残りのフォーマット
フィールドに追加できま
す。 [OK]をクリックして
パラメータを保存します。
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Adding LC

>>>>

LC設定 - LCを追加するには をタップ

名前 - LC名を追加（例：スピーカーなど）

PSW - Pre-Set-Weight –事前に表示されて
いる実際の荷重に、正の値の荷重を追加できま
す。
アンダーロード–LCの負荷不足を設定します。
オーバーロード–LCの過負荷を設定します。

容量–LCで校正された容量です。

合計–このLCがTOTALグループの一部である場
合は、ボタンの位置を右（緑）に変更します。

グループ–グループ番号をクリックして、LCが参
加するグループを選択します。
IDの選択–上記のすべての仕様/設定を適用する
LCのID番号を入力します。 IDはLC本体のプ
レートに記載しています。 フォーマットの追加は、
上記の入力領域と同じです。

保存–上記の設定を保存するをタップします。

LC設定–プロジェクトにLCを
追加または削除するには、次
のいずれかのオプションをク
リックする必要があります。

設定の場合– [メニュー]をク
リックしてから、[設定]をク
リックします
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LCの削除

設定 – グループ

LC / LCを削除

1. 削除したいLCを
チェックして選択します。

2. 削除をクリックしま
す。 このアクションによ
り、選択したLCがプロ
ジェクトから削除されま
す。

グループ設定–そのグループにLC
を追加すると、グループフィール
ドが点灯します（前のページ）。

1. グループの編集メニューを開く
には、グループ名をダブルクリッ
クします。

2. グループの名前を編集します。

3. 指定されたグループのオー
バーロードを設定します。

４． 次に、[OK]をクリックします。
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設定–計画–監視画面の背景

マップ上でのLCの配置については、11ページを参照してください。

1

2 3

背景を追加するには

画像をタップして既存
の写真を追加し、モニ
タリング画面で背景と
して見つけます。

アイコンを使用して、
ギャラリーから写真を
選択します。

アイコンを使用して
（構造物の）写真を撮
り、モニタリング画面
に追加します。 次に、
右下隅をドラッグして、
画面上の写真を必要
なサイズに拡大します。
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ユーザーキャリブレーション–機能表示：

0

10021000

最初のステップで、選択したLCに
負荷がかかっていないことを確認
してから、[次へ]をクリックします。

ユーザーは参照として吊り上げら
れ、重量が分かっているおもりな
どを準備して下さい。

キャリブレーションを開始するに
は、[メニュー]、[設定]の順に選択
します。 次に、キャリブレーション
する必要のあるLCを選択します。

LCをクリックして選択し、[キャリ
ブレーション]オプションを選択し
ます。

2番目のステップでは、既知の重
量を使用してLCに適用します。最
適な結果を得るには、LC容量に近
い既知の重量を使用してください。
したがって、1トンのLCの場合は、
1トンの重量を使用してください。
LC容量の80％以上（この場合は
0.8トン）を使用できます。

続いて、元の容量フィールドに実
際の負荷（既知の負荷）容量を入
力します。

次に、[次へ]をクリックします。
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3番目のステップで、キャリブレー
ションの結果を確認します。

LCが良好で、キャリブレーション
プロセスが適切に行われたことを
示すために、新しい接線は図1に
近似している必要があります。

接線の結果が図1に近似していな
い場合は、プロセスに障害がある
か、LCが正常に機能していない可
能性があります。

次に、[次へ]をクリックして、キャ
リブレーションプロセスを完了しま
す。

[キャンセル]をクリックすると、そ
のプロセスがメモリから消去され
ます。

不良LC（損傷）または間違ったプ
ロセスの場合、結果は5％以上の
差を示し、結果はその特定のLCの
キャリブレーションを再開するよう
に推奨されて画面に表示され、問
題が続く場合は、 検査のために
メーカーに送る必要があります。
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その他のLCタイプ：

シャックルピンタイプ – 揚程を最小限に抑えます。

ツアー用フライトケース
CRR受信機のさまざまなタイプのソリューションを含む、すべてのLCを1つのフライト
ケースに収納します。
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