


ウィルソン®ロックウェル® 2150

高機能 

ロックウェル硬さ
試験機



Wilson RH2150ロックウェル硬さ試験機は、次世代のロックウ
ェル硬さ試験機です。 

Wilson RH2150は、世界中の幅広いお客様にご愛顧を頂きま
した Wilson RB2000 の機能を引き継ぎつつ、さらなる機能を
拡充しています。

新機能を加えた Wilson RH2150 は、品質管理および研究環
境における様々な試験要件にお応えします。

ウィルソンレガシーの継続

Wilson RH2150は、2モデルのご用意があります。RH2150ツインは、スーパーフィシャルとレギュラーのロックウェルス
ケール、最大187.5kgfのブリネル荷重試験が可能です。RH2150レギュラーは、レギュラーのロックウェルスケール、最大
187.5kgfのブリネル荷重試験が可能です。

レギュラーとツインスケールの2モデル

新しい Wilson RH2150 では、スタンドアロン用
に新しいユーザーインターフェイスが開発されま
した。複雑な統計計算や結果のグラフ化機能を
持ち、硬さ試験のプログラム設定により、硬さ試
験の効率化がはかれます。日常校正もスケジュー
ルすることで自動的にアラートを出し、校正要求
の準拠に貢献します。

硬さ試験データはUSBポートより、CSVもしくは
txtにてUSBメモリへの移行が可能です。

さらに高度なプログラム機能やエクスポート機能
については、当社のDiaMet™ソフトウェアを利用
することで、お客様の様々なご要望を自動化にて
ご提供致します。

高度な要求の硬さ試験をサポートします
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Wilson RH2150硬さ試験機は、大量の試料作製を行うラボや製造現場のロックウェル試験向けに設計されているだけでなく、多くの試験
スケール種類をご用意し、幅広く研究機関をサポートします。RH2150は、垂直試験高さは10インチおよび14インチ（それぞれ、254mm
および356mm）の2つのサイズがあります。シートメタルケーシングとロードセルの保護により外部影響を防ぎます。直感的で使いやす
いユーザーインターフェイスとDiaMet™ソフトウェアとの連携により、分かりやすく、すぐに使えるようになっています。DiaMet™パッケー
ジには、DiaMet™の様々な機能が搭載されています。

•  自動停止機能付きのクランピングデバイスにより、試験中のサンプル
をしっかりと保持します 。

•  調整可能なLEDワークスペース照明により、試験位置を明るく照らし
試験位置を特定しやすくします。

•  様々なサイズの圧子エクステンションをご用意（別売）しており、複雑
な形状のサンプル試験も可能です。 （クランピングデバイスと同時使
用が必要）

•  0.75 in(19mm) ピンアンビルは、弊社ロックウェル硬さ試験機Wilson 
RB2000 や R574 モデルも使用可能です。

•  操作パネルは取り外しての操作も可能です。

•  USBメモリによるデータ転送可能。

•  フットスイッチを利用することで硬さ試験機をコントロール可能です。
クランピングでパイスと連動して、下記のような操作ができます。

 - クランピングおよび手動スタート
 - クランピングおよび自動スタート
 - 試験後の手動解除
 - 試験後の自動解除

•  ロックウェルファストモードではテスト結果を数秒で表示します。

明るいLEDワークスペース

クランピング

操作制御ボタン

•  試験機ヘッドの上下操作や試験開
始のための堅牢な制御ボタン

•  照明が試験位置を明るく照らし
ます

•  クランピングデバイスによりサン
プルをしっかり保持し、安定した試
験を行うことができます

圧子エクステンション

•  専用カバーを使用した圧子エクス
テンションにより、様々な形状のサ
ンプルの試験が可能です

信頼できる結果 — 直感的な操作



最先端の硬さ試験の要求に応えます
航空宇宙Wilson Instruments、Wolpert、Reicherter 時代からの 100年以上に渡る豊富な経験と知識を持っております。 

RH2150を含めすべての硬さ試験機、DiaMet ソフトウェアや硬さ基準片は、Buehler にてデザイン、設計、製
造から販売やアフターサービスまで一貫して行っており、お客様の硬さ試験のすべてをサポート致します。
スマートソフトウェア機能は、規格トレーサビリティの要求に対応いたします。 

自動車自動車および航空宇宙産業においては、さらなる狭い要求誤差が求められるようになってきており、また熱
処理業界においては、より高度な熱処理プロセスが求められております。そのような要求に応えるために、
弊社の硬さ試験機は、十分な耐久性を持ちながらも、硬さ試験を正確に再現性よく行い、試験結果の一元
管理、データの分析など様々な機能を備えております。各業界の高まる要求に応える高機能を備えつつも、
インターフェイスは分かりやすく、お客様にとって使いやすいものであるように設計しております。 

熱処理Wilson RH2150 は、高い精度と再現性を持つ試験機です。トレーニングに時間を割くことなく、直感的にお
使い頂けるシステムを備えています。弊社ソフトウェアのDiaMet 自動化パッケージにより、試験をフルオー
トメーション化することが可能となり、ジョミニー試験などの熱処理用途向けの試験サイクルも実施するこ
とができます。
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パワフルで使いやすいインターフェイス

直感的で使いやすい
アイコンベースで 分かりやすい
ナビゲーション

ロックウェルファストモード
わずか数秒で特殊なロックウェ
ル試験サイクルを実施

プログラマビリティ
試験内容をプログラム保存し、 
簡単に試験が行えます

許容差インジケータ
測定結果と許容誤差が
視覚化され分かりやすい

エクスポート形式
ボタン1つで .txt および/また
は .csv ファイルとして結果を
エクスポート



DiaMet™ — 硬さ試験を簡単に
DiaMet™ ソフトウェアは、直感的に分かるようにデザインされており、
各画面も複雑ではなくすっきり簡素化されています。画面上部のメニ
ューバーにある、ホーム、プログラム、試験およびレポートメニューか
ら各画面間の移動ができます。ステータスバーに選択したコマンドの
結果が表示され、操作は簡単で分かりやすくなっています。タッチパ
ネルとしても使用するできるように設計されており、タッチパネル、マ
ウスまたはキーボードでの操作が可能です。DiaMet では時間をかけ
ずに硬さ試験を実行できます。クイックスタートを使用すると、ソフト
ウェアの起動後2回クリックするだけで試験を実行できます。

DiaMet Basic を別途ご購入頂くことで、Wilson RH2150をソフトで制御・データ管理することができます。DiaMet は、
硬さ試験用の直感的に使えるソフトであり、試験プログラムの作成、試験の実行、およびレポート作成が簡単にできま
す。DiaMet Basic の同時ご購入を頂きますと、24インチのLEDタッチスクリーンを含み、DiaMet がプリインストールされた
状態でお手元に届きます。

硬さ試験の自動化＆データ管理ソフトウェア

プログラムエクスプローラ
設定されている試験プログラ
ムを一覧で確認できます

メタデータ入力
図面番号や部品番号など、テス
トジョブを識別し、レポートに
表示する項目を入力できます

タブインターフェイス
必要な画面やメニューを選択
して自由に表示できます

許容差インジケータ
2段階の許容誤差の設定お
よび視覚化により分かりや
すい表示

タッチ操作
スタイラスまたは指での操作が
可能です

エクスポート形式
結果をPDF、Word、Excel、または
テキストファイルとしてエクスポー
トします
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技術仕様

Wilson RH2150
試験力 1～187.5 kgf (9,81～1838,7 N)

位置決め制御 クローズドループ
圧子ホルダー スナップグリップ

利用可能な圧子
ロックウェル：ロックウェルダイヤモンドコーン120°、1/16インチ、1/8インチ、 

¼インチ、½インチカーバイド鋼球圧子
ブリネル: 1mm、2.5mm、5mm、10mm鋼球圧子

ロックウェルスケール
ISO 6508-1, ASTM E18

A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、P、R、S、V、15N、30N、45N、15T、30T、 
45T、15W、30W、45W、15X、30X、45X、15Y、30Y、45Y

プラスチック試験鋼球圧子 
ISO 2039-1

HB5：49N、132N、358N、961N

プラスチック試験鋼球圧子 
ISO 2039-2

HRR、HRL、HRM、HRE

ロックウェル炭素試験 
鋼球圧子 DIN 51917

HR2.5：7

HR5：7、20、40、60、100、150

HR10：20、40、60、100、150

ブリネルスケール 
（規格外）HBW-T

HBW-T2.5：6.25、15.625、31.25、62.5、187.5

HBW-T5：25、62.5、125

HBW-T10：100

機械制御 データ追跡、統計、間接検証、USBまたはイーサネット経由のデータエクスポート、
物理的なスタートおよびストップボタン用の7インチユーザーインターフェイス

Z軸 自動Z軸駆動、物理的な上下移動ボタン

クランピングデバイス（別売） 試験前および試験中にサンプルを所定の位置に保持する固有の締付ハット、
締付力 55 kgf (121lbs)

照明 適切なインデント位置を照らす白色LED

最大試料高さ 254 mm [10 インチ]; 356 mm [14 インチ]

最大試料重量 50 kg（アンビル中心）
中心線からの深さ 200 mm

アンビル 19mmピン付き63mm平アンビル、オプションのアンビル、Tスロットテーブル

動作温度範囲 10°～38°C [50°～100°F]

湿度 10% ～ 80% 結露なきこと
装置寸法
(D × W × H)

600mm [28インチ] × 350mm [21インチ] × 1260mm [39.2インチ] (サイズ 1) または 
1360mm [41.2インチ] (サイズ 2)

アクセサリ（別売） 平アンビル、V アンビル、ジャックレスト、圧子エクステンション 2インチ、4インチ およ
び 6インチ (クランピングデバイスと同時使用のみ)

重量（正味重量） 125 kg (275ポンド)

電源 110～240V / 50～60Hz



Wilson® RH2150の使用例
Wilson RH2150シリーズは、非常に用途の広いロックウェル硬さ試験機であり、研究開発ラボだけでなく製造現場にも設置可能です。多
くの種類のアクセサリを用意しており、さまざまな種類や形状の部品やコンポーネントを試験できます。

製造部品や棒状の部品は、ロックウェルスケールでテストされ
ることが多くあります。このような形状の試料を正確に硬さ試
験を行うためには、試料をしっかりと試験機に固定する必要が
あります。VariRestはこのような形状の試料をささえるためのア
クセサリの一つです。
円筒形状の製造部品については、V アンビルをRH2150のクラ
ンピングデバイスと組み合わせて使用することで、試料を試験
中もしっかり固定・保持することができます。

シャフトには通常、ロックウェルスケールで試験する必要があ
るいくつかの機械加工および熱処理面があります。課題は、硬
さ試験を実施する必要のある場所に到達することです。その
ため、これらの表面に到達できるよう特別な圧子エクステンシ
ョン（2インチ、4インチおよび 6インチ）が開発されました。こ
れは、締付装置の拡張機能です。

棒状の部品の硬さ試験

Vアンビルとクランピングデバイス 
部品番号 – 900030797 および W2100CL

VariRestサンプルサポート（サイズ1 RH2150試験機向け）、 
円筒形アンビルは含まれていません。部品番号 – WHVRESTEX

シャフト 

直径50mm～203mmの円筒部品用の円筒形アンビル。
部品番号 – 900007147

アンビル（小）、クランピングデバイス、圧子エクステンション 2インチ。 
部品番号 – 900007388、W2100CL、およびW2100E2 



テストピースの中にはサイズと形状により試験が困難なものがあり
ますが、そのような硬さ試験もサポートするユニークなアダプタと
アンビルもご用意しております。

特殊形状部品の硬さ試験

たとえば、シリンダーまたはシャフトの内部試験用のグースネッ
ク圧子アダプタ。部品番号 – W2100G5

鋼球試験用のアンビル。したがって、圧子は
アンビルの中心に正確に位置合わせする必

要があります。部品番号 – 900001371

アイボールアンビル。このアンビルは、ブ
レードのようなわずかに先細になってい
るサンプル調整するために使用します。

部品番号 – 900007088

標準の2.5インチ [63mm] フラットアンビ
ルがメインユニットに含まれています。

 部品番号 – 900001236

バルブおよびピンなどの小さな円筒形上の部品用
の V アンビル（小） 1インチ [25mm] ステム高さ。 

部品番号 – 900007195
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様々な直径のマンドレルを備えたグースネックアンビルを使
用したスプリングまたはシェルの試験。0.25インチ [6,35mm] 

のマンドレルを備えたグースネックアンビル。
部品番号 – 900007803

大型部品用のTスロットテーブル13.3インチx 
11インチ[340mm x280mm]。12mmのスロッ
ト幅、アンビルマウント用の取り外し可能なセ

ンタープレート。部品番号 – W2100C02



システム構成

メインユニット

必要なスケールの種類（レギュラーのみ、レギュラーおよびスーパーフィシャル）でRモデルもしくはTモデルを、試料最大高さによりサイ
ズ1もしくはサイズ2をご選択ください。

アクセサリオプション
自動クランピングデバイス

グースネックアダプタ

W2100CL

W2100G2 W2100G5

自動停止機能付きcc、締付力約60kgf 
（130lbs）

Tスロットテーブル

W2100C02

13.3in x 11in [340x280mm] Tスロッ
トテーブル、12mm スロット幅、スピン
ドルに適合させるためのボアパター
ン付き

フットスイッチ

W2100FS

足元での試験開始操作が可能なフット
スイッチ

圧子エクステンション

W2100E2

圧子エクステンション2インチ [50mm]、 
ｸﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽW2100CLのみと共に
使用

圧子エクステンション4in [100mm]、 
ｸﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ置W2100CLのみと共に
使用

圧子エクステンション6in [150mm]、 
ｸﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽW2100CLのみと共に
使用

ソフトウェアオプション

W1001R31

DiaMet 基本ソフトウェアオプション、ソ
フトェアで試験サイクルを開始し、試験
データ、プログラム作成、統計等を管理
およびエクスポート、DiaMetワークス
テーションおよび24インチ FullHDモニ
ターを含む

部品番号 品名

W2101R サイズ 1 – 10インチ [254mm] – レギュラーのみ、10～187.5 kgf

W2102R サイズ 2 – 14インチ [356mm] – レギュラーのみ、10～187.5 kgf

W2101T サイズ 1 – 10インチ [254mm] – レギュラー＆スーパーフィシャル 1～187.5 kgf

W2102T サイズ 2 – 14インチ [356mm] – レギュラー&スーパーフィシャル 1～187.5 kgf

すべてのテスターには、63mmのフラットアンビルと1/16インチの鋼球圧子が含まれています

W2100E4

W2100E6

リングおよびチューブの内部試験用（圧子を除く）

最大リーチ内径は9.5mm、
最小内径は14mm
最大リーチ内径における最小内径を伴う最
大外径は45mm。
利用可能なロックウェルダイヤモンド圧子
は、900001459 (A スケール) 
900001460 (N スケール)

最大リーチ内径は26mm、
最小内径は35mm
最大リーチ内径における 最小内径を伴う最大
外径は130mm。
利用可能なロックウェルダイヤモンド圧子は、
すべてレギュラーロックウェル圧子です（表を
参照）



ロックウェルアクセサリ

すべての圧子は、Wilson Rockwell® R574およびRH2150試験機に適合します。
圧子の軸の長さは11.1mmで、直径は6.34mmです。

キットには専用スケール向けの推奨の圧子が含まれています。

平アンビル

Vアンビル標準

アイボールアンビル

アンビルCylindron Jr. アンビルCylindron ボール試験用アンビル

平アンビル Vアンビル（小） Vアンビル（小）

すべてのアンビルは19mmのピン穴の付いた試験機で利用可能。

ロックウェル® 圧子

ロックウェル® 校正キット

ロックウェル® アンビル

部品番号 品名
A582143 ロックウェルレギュラーキット – ロックウェルC圧子、25 HRC、63 HRCおよび80 HRB硬さ基準片を含む
A58239 ロックウェルスーパーフィシャルキット – ロックウェルN圧子、46 HR30N、80 HR30Nおよび70 HR30T硬さ基準片を含む
A582144 ロックウェルツインキット – ロックウェルCおよびN圧子、25 HRC、63 HRC、80 HRB、80 HR30Nおよび70 HR30Tを含む

硬さ基準片

円筒形部品用
0.25インチ [6.3mm] 未満
900030797

2.5インチ [63mm]
900001236

わずかに先細の部品
向け（スピンドルに取
り付けるため）
900007088

0.25～3インチ [6～ 
76mm] の円筒形部
品用
900007425

7.5インチ 
[190mm]
W741246

ぺデスタルスポットアンビル
0.5インチ [12.7mm] ス
テム 高さ、0.27インチ 
[7mm] スポット直径
900007387

2～8インチ [50～ 
203mm] の円筒形
部品用
900007147

c未満の円筒形部品用の
0.5インチ [12.7mm]ステ
ム高さ
900007388

ぺデスタルスポットアンビル
1インチ [25mm] ステム 
高さ、0.27インチ [7mm] 
スポット直径
900007156

1/16～1インチ [1.6～ 
25mm]の円筒形部品用
900001371

0.25インチ [6.3mm]未満
の円筒形部品用の1イン
チ [25mm]ステム高さ
900007195

ダイヤモンドスポットアンビル
HR30Tスケール向け、高
さ、0.39インチ [10mm] 
スポット直径
900007400
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部品番号 品名
9100401 ロックウェル圧子Cスケール、120°ダイヤモンドコーン、ASTM認証済み

9100402 ロックウェル圧子C、D、A、Nスケール、120° ダイヤモンドコーン、ASTM認証

9100431 ロックウェル圧子C、A、Dスケール、120° ダイヤモンドコーン、ISOおよびASTM認証済み

9100432 ロックウェル圧子Nスケール、120° ダイヤモンドコーン、ISOおよびASTM認証済み

9100434 ロックウェル圧子C、A、D、Nスケール、120° ダイヤモンドコーン、ISOおよびASTM認証済み

900003405 炭化物用ロックウェル圧子Aスケール、120° ダイヤモンドコーン、ASTM認証済み

900002015 ロックウェル圧子Nスケール、120° ダイヤモンドコーン、ASTM認証済み

9100405 ロックウェル圧子1/16インチ WCボール（4つの予備ボール付き）、ASTM、ISOおよびJIS認証済み 

9100406 ロックウェル圧子1/8インチ WCボール（4つの予備ボール付き）、ASTM、ISOおよびJIS認証済み

9100407 ロックウェル圧子1/4インチ WCボール（1つの予備ボール付き）、ASTM、ISOおよびJIS認証済み

9100408 ロックウェル圧子1/2インチ WCボール（1つの予備ボール付き）、ASTM、ISOおよびJIS認証済み 

9100422 1/16インチ直径WCボール、5個、ASTM、ISOおよびJIS認証済み 

9100423 1/8インチ直径WCボール、5個、ASTM、ISOおよびJIS認証済み 

9100424 1/4インチ直径WCボール、3個、ASTM、ISOおよびJIS認証済み 

9100425 1/2インチ直径WCボール、1個、ASTM、ISOおよびJIS認証済み 

W2100B2 ブリネル圧子2.5mm WCボール、ASTM、ISOおよびJIS認証済み

W2100B5 ブリネル圧子 5mm WCボール、ASTM、ISOおよびJIS認証済み



BUEHLER ワールドワイド拠点

Solutions for Materials Preparation, Testing and Analysis

レークブラフ（米国イリノイ州）
ビンガムトン（米国ニューヨーク州）

ノアウッド（米国マサチューセッツ州）
コヴェントリー（英国）

ダーディリー（フランス）
エスリンゲン（ドイツ）

上海（中国）
東京（日本）

BUEHLER アメリカ本社
BUEHLER 北米および南米
41 Waukegan Road, Lake Bluff, Illinois 60044
電話：+1 847 295 6500  |  800 BUEHLER (800 283 4537)
Web： www.buehler.com  |  メール： info@buehler.com 
店舗：shop.buehler.com

ヨーロッパ本社
BUEHLER ドイツ
ITW Test & Measurement GmbH
電話：+49 (0) 711 4904690-0
Web： www.buehler-met.de | メール： info.eu@buehler.com
店舗：www.metallographie.biz

BUEHLER フランス – ダルディリー
電話：+33 (0) 800 89 73 71
Web： www.buehler.fr |  メール： info.eu@buehler.com
店舗：www.metallographie.fr

BUEHLER 英国 – 英国・コヴェントリー
電話：+44 (0) 800 707 6273
Web： www.buehler.co.uk | メール： info.eu@buehler.com
店舗：www.metallography.biz

アジアヘッドクォーター
BUEHLER 中国 – 上海医
ITW Test & Measurement (Shanghai) Co., Ltd.

電話：+86 400 111 8683  |  Fax： +86 21 6410 6671
Web： www.buehler.cn | メール： info.eu@buehler.com

BUEHLER アジア太平洋
電話：+86 400 111 8683
メール： info.asia@buehler.com

BUEHLER 日本

電話：+81 03 5439 5077  |  Fax： +81 03 3452 7220
Web：www.buehler.jp | メール： info.japan@buehler.com
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