電子油圧のスペシャリスト

ATOS 電子油圧： 1 先端技術を導入した Atos 製品ラインナップ ・ 2-4 ベーン、ピストンポンプ（固定、可変容量形） ・ 5 マルチ
ポンプ ･ 6-9 シリンダ、サーボシリンダ ・ 10-15 各種制御、ソレノイド、モジュラー型、セーフティ、防爆の各種バルブ ・ 16-20 比
例制御コントローラー、電子制御アンプ ・ 21-22 ON-OFF、比例制御カートリッジバルブ

・ 23 -27 カスタマイズされた各種バルブ

ブロック及び制御システム ・ 28 ６軸試験機（サーボシリンダ） ・ 29 パワーパッケージ ・ 30 Atos 世界ネットワーク

ＡＴＯＳ社について
最高レベルの設備
最新の工場と設備を完備

技術的ノウハウ
ＡＴＯＳには、熟達された技術者が多数おります。

日々進歩している技術力
ＡＴＯＳには、独創的な発想と設計で世界の先端技
術を導入し続けています。

信頼性のある製品
万全な試験、検査を行い、より信頼のある製品を提
供します。

熟達したプロの集団
彼らにより、品質保証された製品をお送りします。

グローバルサービスとネットワーク
ＡＴＯＳには、世界中にお客様の要望に応えるため
のエンジニアスタッフが、迅速に対応いたします。

インターネット ＆ CD カタログ
ATOS の総合カタログは、標準製品につきましては、ATOS ウェブサイト www.atos.com に
て常に更新しておりますので、最新情報等も確認できます。
また、CD には、400 ページ以上の製品情報と図面がございます。

英語、イタリア語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、
中国語、ロシア語版が、提供可能です。

はしがき
ATOS は、日々進歩し続ける機械技術の中で、油圧技術と電子制御技術を結集し、比例制御コント
ローラーを含め、最新油圧分野の先端技術を導入し続けています。
この総合カタログは、多くの ATOS 製品の中から代表的な油圧製品を厳選してご紹介いたします。
そして、できるだけ早くお届けする「緊急デリバリーサービス」で、お客様のご要望にお応えします。
ATOS 製品は、国際基準（ISO、DIN、SAE 等）に対応するものを提供し、品質保証と安全要件を満た
します。
ATOS は、 “メカノ”概念に基づき、高品質な製品を製作し、厳しいテストを行っています。
これにより、現場で簡単に組立て、利便性を重視するサービスも工夫しております。
この総合カタログで、特に注目すべき点は、14-19 ページの比例制御弁、比例制御コントローラーです。
ATOS 製品に関しまして、日本国内は、TOHTO よりお届け致します。

ベーン、ピストンポンプ
油圧シリンダ
ソレノイドバルブ、方向切換弁
スペシャル（防爆弁、ステンレス）バルブ
セーフティーバルブ
各種バルブ、モジュラーバルブ
比例制御弁
デジタル電子制御システム
比例制御弁
電子制御アンプ
先端技術の導入、サーボシリンダ
カートリッジバルブ、ロジック弁、ブロック
油圧パワーユニット

ベーンポンプ

ＰＦＥ ベーンポンプ（固定容量形）

ベーンのバランスを保つのに不可欠なカートリッジデザインにより、高性能、低騒音、長寿命機
能を持っています。ノーマルタイプ、高圧用、低騒音用の 3 つのベーシックモデルがあります。
SAE が標準。カートリッジを組込んで、1 台で 2 ポンプを実現し、またお互い違った吐出量にする
ことも可能。同時に取り付けも簡単。
吸入口と吐出口の変更も簡単で、設置に困らない。
最大吐出量 ： 150cm3/rev、最高圧力 ： 210bar ～ 300bar
以下の資料は、鉱物性作動油を使う基準です。
オンラインカタログの A005、A007、A180 を参照下さい。

ベーンポンプ

標準型

高圧、低騒音型

上記以外の吐出量のカートリッジタイプをお求めの場合は、ご相談下さい。

2 連ベーンポンプ－１つのボディーに 2 つのカートリッジによる 2 つの吐出用ポート付

注
（1）

（2）

オプションコード
1.1 シャフト SAE （違う仕様はカタログを参照）
PFE ： 1 = 標準のキー； 3 ＝高トルクキー；
PVPC ： 1 = 標準のキー；
1.2 回転方向（シャフトエンド側から見て）： D = 時計方向、 S = 反時計方向
1.3 ポート仕様（P = 吐出口、T = 吸入口）、左図参照
DIN フランジに PTO コネクションと、荷重に強い二重のベアリングに強化されたスプラインシャフトのモバイル専用タイプ
は、サイズ 4 が提供可能です。これは、1 連ポンプ（PFEO-41）もしくは、2 連の（PFEDO-43）になります。
ご要求によって、高圧、低騒音の PEEO-42 も提供可能です。

各種ポンプ
ＰＶＰＣ アキシャルピストンポンプ（可変容量形）
このアキシャルピストンポンプは、主に産業機械に適し、高圧対応で、低騒音、長寿命機能を
持っています。
この可変容量形は、サーボ制御ピストンによる傾いたスウォッシュプレート構造になっています。
また、油圧とエレクトロニクス制御により、流量と圧力の比例制御でデジタル PERS シリーズに並
んで、省エネを実現できます。
詳しくは、CD マスターカタログの 表 A160 と A170 を参照下さい。

アキシャルピストンポンプ（可変容量形）

ＰＦＲラジアルピストンポンプ
高圧対応、長寿命、高荷重向きの定容量型ラジアルピストンポンプ。表 A045 参照。

ＰＦＥ、ＰＶＰＣ、ＰＦＲマルチポンプ
マルチポンプは、ＰＦＥ、ＰＶＰＣ、ＰＦＲシリーズでしたら、多様な組み合わせが可能です。オンラインマ
スターカタログの 表 A190 参照。

モデル 型番
PFEX2***, PFEX3***
PFEXD***
PVPCX2E***
PFRX2E***, PFRX3E***
PFRXD***

構成内容
2連、または3連ポンプ： PFEどうしのコンビネーション
3連ポンプ： PFED と PFE-5、-4 のコンビネーション
2連ポンプ： PFE と PVPC のコンビネーション
2連、または3連ポンプ： PFE と PFR-3、PFR-5のコンビネーション

3連ポンプ： PFR-3、-5 と PFED のコンビネーション

尚、マルチポンプの最大トルクは、シャフトの種類によって変わってきます。

油圧シリンダ
ＣＫ、ＣＮ、ＣＣシリーズ油圧シリンダ
ＣＫシリーズは、ISO6020-2 を規格基準とした角型複動シリンダで、定格圧力 160bar で、最高圧力
250bar まで使用可能です。
ＣＮシリーズは、ISO6020-1 を規格基準とした円筒型複動シリンダで、定格圧力 160bar で、最高圧
力 250bar まで使用可能です。
ＣＣシリーズは、ISO6022 を規格基準とした高荷重用円筒型複動シリンダで、定格圧力 250bar で、
最高圧力 320bar まで使用可能です。
位置決めトランスジューサー付サーボシリンダは、全シリーズで使用できます。詳しくは、19 ページをご
覧下さい。

油圧シリンダ

特記事項
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）

軽量タイプの CE と口径の大きい CH シリンダも対応可能です。詳しくは、オンラインマスターカタログを参照下さい。
ダブルロッドシリンダの対応可能。この場合コード表の 2 番目に、そのロッド径を記入下さい。
CK シリーズの標準ストロークは、25、50、100、160、200、250、320、400、500mm です。
固定形もしくは可変形、標準形もしくは長尺タイプから選択してください。
スペーサー： 通常は、1000mm 以上のストロークが必要な場合、ロッド・ガイドを増やします。 その時高荷重と早期磨耗を軽減
する為にシリンダを保護するものです。
バルブを組み込む時は、ISO 標準ブロックになります。
電気式スイッチによるストロークエンドを検出します。
ロッドドレン、エア抜き付。
ストロークエンドをクッション、ポート、ロッドエンドに関して、カスタママイズできます。
ニクロム処理、熱硬化鋼のオプション付。

各種シリンダ
ＣＤＣ ＣＤ－ＲＯＭカタログ
このカタログには、適切な設置方法を含め、ＣＫ、ＣＮ、ＣＣの各シリーズの油
圧シリンダの情報を網羅しています。
ＣＤＣは、シンプルで、すぐに導きだせるように編集された製品紹介ツールです。


セクション毎のシリンダコードガイド



構成品リスト



選択されたシリンダの詳細画像：
CAD 図面もお客様のご要望によりお送りすることも可能です。

各種取り付けオプション

ソレノイドバルブ
Ａｔｏｓ の油圧ソレノイドバルブは、世界中で何百万個も使用されております。
特徴として、マニュアルオーバーライド付低騒音のウエット型ソレノイドバルブをはじめ、多くの互
換性があるスプールをスムーズに動かす為に、電解バリ取り作業で確実にバリを取除き、社内
における厳しい品質基準を基に 1 つ、1 つバルブを高性能に仕上げています
最大流量 1000L/min
最高使用圧力 350bar
標準で、バルブ、コイルをセットにて提供します。
＊ Ｉ タイプ AC DC 両方可能
＊ Ｕタイプ 高性能タイプ DC のみ
＊ Ｏタイプ 最高性能タイプ DC のみ

直動形ソレノイドバルブ

特記事項
（1）
（2）

（3）

スプールの互換性（低衝撃切換、少ないリーク量、特殊なポート接続が可能）
オプション：
A = B ポート側にソレノイドを積層（片側ソレノイドタイプのみ）
WP = ゴムキャップで保護されたマニュアルオーバーライド付
L1、L2、L3 = 切替時間調節機能付
パイロット操作弁の主なオプション
H = パイロットチョーク付（時間調節機能付）
M = 圧力によるスプール中立戻し機能（3 ポジションのみ）
R = チェックバルブ付（P ライン）
S = ストロークリミッター付（メインスプール）

（4）

（5）

ソレノイドコネクタは、別売りです。
X SP-666 = 標準
SP-669 = 整流器付（AC、DC 共に）
J SP-J = AMP JT コネクタ
K SP-D = ドイツコネクタ
その他のコネクタは、オンラインマスターカタログの、table K500 を参照下さい。
標準電圧
VDC： 6、12、14、24、28、48
VRC： 110、230
VAC： 110、230 （50/60Hz）、120、230 （60Hz）
その他の電圧仕様は、別途お問い合わせ下さい。

方向切換弁
Atos は、パイロット式ソレノイドバルブ（P14-17）をはじめ、カートリッジバルブ(P20)、
手動切換、油圧、空圧、機械操作弁（下記参照）の各種バルブを幅広くカバーし
ています。

パイロット切換式電磁弁

手動切換、油圧、空圧、機械操作弁

スペシャルバルブ
防爆電磁弁
ソレノイド及び比例制御切換防爆弁は、可燃性のガスを含んだホコリがあり、爆発の起こる可能性があ
るような危険な環境での使用に最適です。
ソレノイドはこのバルブには、Atos 独自の設計で製品が作られ、またバルブ内部の爆発を防止し、さらに
外部温度の上昇を防ぎ、空気中の可燃物質との融合による自爆を阻止します。
これらは、いずれも下記の基準を基にテストし、防爆弁として保証されています。


ATEX 94/9/CE 標準保護仕様：
-

Ex Ⅱ 2 G EEx d ⅡC T6/T4/T3 （ガス、蒸気プラント カテゴリー2、ゾーン 1、2 用 ソレノイドグループⅡ）

-

Ex Ⅰ M2 EEx d Ⅰ（トンネル、鉱工業用 ソレノイドグループⅠ）



アメリカ電気製品認証規格 UL1002、クラスⅠ、グループ C&D 取得



Gosgortehnadzor ロシア規格(ソレノイドグループⅡ)

詳しい情報は、オンラインマスターカタログの table E120、E125 を参照下さい。

ステンレス鋼ソレノイドバルブ
このステンレス鋼ソレノイドバルブは、海水等の環境での使用に適しており、方向切換、圧力制御、直
動、パイロット操作など各種バルブが揃っております。
一般作動油、鉱物油、水グリコールおよび特殊な作動油の使用も可能で、酸化を防ぐ頑丈な構造に
なっています。
Atos 独自のステンレス鋼ソレノイドは、上記の ATEX に基づいた防爆型です。
方向切換弁は、通常「リークフリー」のポペットタイプです。お客様のご要望により、ON-OFF、比例制御
のスプール・タイプもご用意できます。
主に、海洋、舶用（LPG 船）、海底、化学、エネルギー産業、鉱工業に適しています。
最高使用圧力 315-350bar
最大流量 10-220L/min

ゼロリーク（ノンリーク）ソレノイドバルブ

本質安全防爆 ・ オン・オフ ソレノイドバルブ
ここでの「本質安全」という意義は、危険な環境下での電気回路のエネルギーを制限する原理に基づ
きます。入口流量の最大値を越えないよう制限する為に、特定の「セイフティバリア」タイプ E-ISB HC2
により、これらのバルブのソレノイドに電力を供給されます。
実際、この本質安全回路はサージ電力を起こし、また故障によって爆発を起こすような温度上昇を
防ぎます。


セーフティーバルブとその保護規格は、ATEX （ATmospheres EXplosibles； 防爆指令）94/9/CE、保護仕様 Ex Ⅱ 1 G
EEx ia ⅡC T6、ⅡB T6、ⅡA T5 （ガス、蒸気プラント カテゴリー2、ゾーン 0、1、2 用）によって認証されています。

これらのバルブにベースになるパイロットバルブ DＨW シリーズは、最高使用圧力 350bar、
最大流量 20L/min です。オンラインマスターカタログの table E130 の項目を参照下さい。

セーフティーバルブ
この Atos の安全弁は、国際規格の基準を満たしており、特に 89/392/CEE（欧州電気
機器統一安全規格委員会）、ヨーロッパ連合（EU）が定めた安全規格に適合した CE
マーク付です。
一般的に使用されている安全弁を紹介します。

FC、FI セーフティーオプション
これらのオプションは、油圧バルブのスプールやポペットの現在の位置を検知するための電気的なオ
ン・オフ出力信号を発信します。
2 つのタイプがあります。FC-マイクロスイッチタイプ － Ｍ
FI-近接変位センサータイプ － Ｓ
直動形・パイロット操作形、サブプレート形・カートリッジ形のいずれかを提供可能です。
それらは、アクチュエーターへの油圧回路が、危険か安全かを知らせ、回路を遮断させるために使
用されます。
これは、回路が ＯＮ／ＯＦＦ であるかの信号を出します。
典型的な使用例: 垂直および水平方向へ様々な装置を押して動かす場合、この安全弁がゲー
トをはじめとした各機械の安全装置の開放をしたり、もしくはそれらの緊急停止の指令を各アクチュ
エーターへ伝えたりして、油圧のエネルギーを遮断するために使用されます。
これらの安全オプション装備のバルブは TÜV 認定規格、EN201、EN693、EN982、EN12622 で
保証されています。詳しくは、オンラインマスターカタログの Table E110 を参照ください。

JODL カートリッジバルブ
ねじ込み式ソレノイドカートリッジバルブは、2 方向、ポペットタイプで、リークフリーで、油圧回
路を危険から遮断するために使用します。現在「ノーマルクローズ」タイプが提供可能です。

特徴: 高圧で長時間使用していても内部リークは無く、圧力損失も少な
く、素早い応答で、切換スイッチの確実性があります。
オプションは、ポペットの位置を電気信号（on-off）で検出する FI-近接変
位センサータイプ。
この FI 機能付バルブは、TÜV 認定規格、EN201、EN693、EN982、
EN12622 で保証されています。
キャビティー: ISO 17209
サイズ: 4=3/4-16UNF-2B 6=7/8-14UNF-2B 10=1-5/16-12UN-2B
最高使用圧力: 350bar 最大流量: 40-150L/min
詳しいデータは、オンラインマスターカタログの Table E115 を参照ください。

PED カートリッジバルブ
独特の内部構造と、保護キャップを持つ直動形リリーフバルブは、使用規定外の調整を防ぐ
ために、金属製ワイヤーと鉛シールにより、ねじ込みの調整を確実します。
これらのカートリッジバルブは、97/23/CE、EN ISO 4126 です。
サイズ: M-3=G1/2 M-5=M20x1.5 M-6=M33x1.5 ARE-15=M32x1.5
最高使用圧力: 350bar 最大流量: 2.5-100L/min。
詳しいデータは、オンラインマスターカタログの Table C010 を参照ください。

各種バルブ
圧力、流量、方向制御の各種バルブも多種多様に幅広くカバーしています。

圧力制御バルブ
ガスケット、ねじ込み取り付け式のリリーフ、シーケンス、アンロード、減圧の各バルブ

流量制御バルブ
ガスケット取付け式の圧力補償付流量制御弁

モジュラーバルブ
モジュラー取付け式のリリーフ、シーケンス、減圧、チェック、フローコントロール、圧力コンペンセー
ターの各バルブ

チェックバルブ
ガスケット、ねじ込み取付け式の直動及びパイロット操作形チェックバルブ

圧力制御弁

PED は、直動リリーフバルブ ARE-06、ARE-15、及びこれに適切なカートリッジタイプが使用可能です。

フローコントロール、圧力コンペンセーター

モジュラーバルブ
モジュラーバルブ

チェックバルブ

特記事項
（1）
（2）

（3）

電気制御は、AGAM、ARAM、AGIU シリーズは可能です
以下のねじ込み式のカートリッジバルブは、容易にマニホールドから取り外して、モ
ジュラーバルブブロックに組み込むことが可能です。
CART M-6 (ARE-06 用)
CART ARE-15 （ARE-15 用）
V = 調整ノブ付（圧力制御弁）
2 = チェックバルブのクラッキング圧力は、標準 1bar に対して、2、4、8bar にスプリ
ング設定変更可能。
G = マイクロメーター付調整ノブ仕様（フローコントロールバルブ）
D = KR-012、-013、-014 のみパイロットチェック弁（開）仕様になります。

（4）

（5）

バルブ制御されるポートに対してのコード番号です。
011 = P ポート
012 = A、B ポート
013 = A ポート
014 = B ポート
015 = A→B、B→A ポート間のクロスオーバーリリーフバルブのみの仕様
016 = T ポート
022、023、024 = フロ－コントロール（メーターイン）の仕様
012、013、014 = フロ－コントロール（メーターアウト）の仕様
031、033、034 = 減圧弁のみの仕様（制御されるポートは 011、013、014 と同様）
オプション/8 = 圧力損失 8bar、オプション/30 = （調整可能圧力損失）5～35bar

比例制御弁
比例制御バルブは、電気信号により、油圧機器、そしてそこから出る動力を制御し
ます。
現在、サーボバルブと同様、もしくはそれ以上の性能を持った比例制御バルブの中
で最高性能の Atos 製品を紹介します。このバルブは、より低いサージ、より粗いフィ
ルトレーション、安定した作動、より容易なサービスおよび低コストです。Atos 比例
制御バルブの大半はソレノイドを使った形で構成されています。ここではその比例制
御弁を紹介します。

ZO-A； ZOR-A

ZO-AE； ZOR-AE

35W オープンループ用直動形ソレノイドで、ＩＳＯサイ

ZO-A にアナログ、もしくはデジタルアンプを装着して

ズ 06、10 用です。

います。

ZO-T； ZOR-T

ZO-TE； ZOR-TE

クローズドループ用ソレノイドで、スプールの位置を制

ZO-T にアナログ、もしくはデジタル(S)アンプを装着し

御する電子トランスジューサーを内蔵しており、高性

ており、クローズドループ用です。より容易な設定を

能です

可能にするために、予めバルブ同士の互換性を持た
せています。

ZO-ＬE

ZA-T （ZA-A）

アナログ、もしくはデジタルアンプを装着した高性能

防爆電磁弁は、ATEX (防爆指令）、UL 規格認証

2 ステージバルブで、ダブルクローズドループです。

され、ZA-T は、クローズドループタイプ、ZA-A は、
オープンループタイプです。

インフォメーション
-

予め設定が決められた Atos 電子ドライバーが、バルブ
の性能を最大限にまで発揮させています。

-

-A、-T バルブは、簡単な初期設定で済みます。
一方、-AE（S）、-TE(S)、-LE(S) バルブは、初期設
定は不要です。

-

ISO 18/15 等級の コンタミネーション、
フィルトレーション ≦10μ、β10≧75 推奨

デジタル電子制御システム
現在、世界中で急速に、コンピュータ、オートメーションシステム、自動車、ミサイル、通信衛星、
ネットワーク網などのデジタル機器が普及しています。アナログ機器に比べて膨大なデータも迅
速に処理し、プログラミングも容易になり、電磁ノイズも軽減し、永久にメモリーへ関数やデータを
記憶させることが可能なシステムを持続します。
Atos は、長年デジタル比例電気制御油圧製品を研究開発してきました。


より良い性能（ヒステリシス、応答時間、より精度の高い比例性能）



油圧制御機器に簡単で、繰り返しの利く関数（長さ、偏り、傾斜）が組み込まれたソフトウ
ェアを装備



バルブの比例精度や、制動精度、安全制御の精度を向上させる新しい機能および設定



油圧機器と油圧回路を保守する診断(アラーム、故障通知、監視)と、コンピュータ



フィールドバスネットワークへのダイレクト接続



バルブとポンプに圧力流量制御を兼ね備えたオプション

新しいデジタル機器において、基本的なパラメーターをセットしていく上で、全てのパラメーター制
御できる PC ソフトウェア E-SW-PS の接続をユーザー間でのやり取りが容易である標準の
RS232 インターフェースを装備しています。
ドライブに搭載されているパラメーターで、可変容量形ポンプと同様に、直動、もしくはパイロット
操作方式、トランスジューサの有無をバルブに設定することが可能です。

この PS デジタルエレクトロニクスは、アナログ制御(アナログ通知およびモニター)と完全互換性
を持ちます。これにより、アプリケーション全体および機械の構造に影響を与えずに、そのデジタ
ル技術の導入を可能にします。
フィールドバスネットワークへのダイレクト接続
CANbus (CANopen)および PROFIBUSDP は、信号とパラメーター設定と診断をフィールドバ
スネットワークが管理している高性能なアプリケーションに使用することが可能です。
より簡単な操作にする為に、アナログ制御や標準の PC ソフトウェア E-SW-PS が USB インタ
ーフェースにより使用することが可能です。

フィールドバスネットワーク
fieldbus network
この比例電気制御システムは、よく使われる
CANbas、Profibus、イーサネット等のフィールド
バス通信システムというネットワーク機構に集約さ
れることを意味しているかもしれません。
このフィールドバスに、バルブ、ポンプ、センサー、
スイッチ、トランスジューサー、モーター、アクチュエ
ーター等の油圧制御機器が接続されています。
このフィールドバスは、特筆すべき点を持っていま
す。それは、通信プロトコルの標準化による電波
障害の法律に対する免除により、遠隔操作で
操作と診断が可能になり、コスト削減につながり
ます。

比例制御弁
比例方向制御弁

特記事項
（1）
（2）
（3）

（4）

最高使用圧力 350bar、315bar （サイズ 10）
0 = オールポートオープン、1 = オールポートブロック、3 = A、B、T オーブン （いず
れもスプールが中立の時）
表 429 と 430 のスプールタイプの分類ですが、
x = ストローク率（max = 100％）、y = 最大流量として、
L； y = x 、 S； y = x * 、 T； y = 2x 、
D； y = x * (但し、P→B の流量は、P→A に対し半分になります。)
＊は乗数、つまり x の＊乗です。
プラスチック製電気コネクタ（SP-ZH-*P）、金属製電気コネクタ（SP-ZM-*P）は、
別々に注文してください。

（5）
（6）
（7）

バルブの通過抵抗の基準値（30bar、70bar、各バルブ最大値 bar）における最大
流量。
フェール・セーフ機能は次のように分けられます。

A、B、T ポートオープン、スプールコードは、L13、L33、L53、L73、T73

オールポートブロック、スプールコードは、L11、L31、L51、L71、T71
オールポートオープンのモデル -070 と -170 は、L5 タイプのスプールのみ提供可能
です。

比例制御弁
比例圧力制御弁、絞り弁、流量制御弁

特記事項
（8）

DPZO パイロット切換弁のコード –T、-TE、-TES タイプは、メインスプールにトランスジューサーを接続します（1 つの
トランスジューサー）。一方、–L、-LE、-LES タイプは、メインスプールとパイロットスプールに、トランスジューサーを接
続します（2 つのトランスジューサー； 高性能）。
（9） このコードは、上部カバーも装着したバルブセットのことです。
（10） お客様のご要望により、最大サイズ 100 まで提供可能です。

電子制御アンプ
油圧用電子制御アンプ
Atos 電子制御アンプは、バルブに信号を送り制御を一定の電流値に制御する、PWM を装
備した比例弁に制御信号を送るデジタル、アナログ両方の機能を備えたドライバーです。
このアンプは、 CE マーク付です。これは、EMC (Electro Magnetic Compatibility; 電磁両
立性、電磁環境両立性) European Directive に則っています。

アナログ、デジタルドライバー
工場出荷時にセットされたアンプは、互換性のあるバルブに対して、素晴らしい機能の発揮を保証し、設置のための配線およ
びシステムの構築の簡素化します。
435-アナログ用

新しいデジタルドライバーは、アナログトライバーと共通の機能、コネクター、大きさです。詳しくは、P15 のデジタル・エレクトロニ
クスの利点を参照下さい。
436-デジタル用

種類の違ったインターフェースでは、バルブのパラメーターを設定するプログラムは実行可能です。バルブからの信号は、PS タイ
プではアナログ方式、フィールドバスを介した BC、BP タイプではデジタル方式です。

437-インターフェースの種類

新しい拡張機能性は、デジタルドライバーの基本的な特徴を自由に加えたり、集約したりすることができます。
438-自由な拡張機能

439-Atos 独自の PC ソフトウェアによるパラメータの設定

特記事項
（1）

（2）

ランプアップ、ランプダウン（制御信号の立ち上がり、立ち下り）、イネイブル（油圧回
路緊急遮断信号）、フォルト（トランスジューサー遮断信号）と、その他のオプション
につきましては、マスターオンラインカタログをご覧下さい。
本体形状及びコネクタ形状：
B = アンデカルコネクタ（DIN 43700）
E = ユーロカード
X = バルブ上部添付用ボックスタイプ
I = DIN 43650-IP65 コネクタ
また、ボックスタイプの E-RP シリーズも提供可能です。

（3）
（4）

電圧は、24VDC±10％、E-MI と E-BM シリーズは、12VDC±10％も提供可
能です。最大電力は、50W です。ただし、E-MI-AC は、40W です。
比例電磁弁（両ソレノイドタイプ）は、E-MI-AC-01F/7 ドライバーを各ソレノイドへ
取り付ける為、またケーブルを各々に接続する為、2 つ必要になります。

先端技術の導入
シリンダ軸コントロール
新しいデジタル比例電子制御油圧製品により、小型化を実現し、クローズドループ制御でのシリンダのポジ
ション、スピードと、動力コントロールが可能になります。
作動サイクルとパラメーターは、PC ソフトウェアで設定します。
直接入力により、割り当てられた情報から機械のオートメーション化の融通性およびそのパフォーマンスを向
上するためのシステムを導入することが可能になりました。
右の写真の 6 軸のシリンダシミュレーターは、デジタル・エレクトロニクスを備えた Atos サーボ・シリンダで操作し
ています。

デジタルサーボアクチュエーター
Atos サーボアクチュエータは、ポンプと配管し、電子制御システムへの配線を
行なえば、使用可能なコンパクトな製品です。以下 5 つで構成されています。
①

位置検出機付サーボシリンダ

②

比例制御弁（サーボバルブ）

③

デジタルコントローラー

④

フィードバック電気信号

⑤

電源及び電気信号とフィールドバスネットワークへの各接続機器

作動サイクルの簡単な使用例です。
A)

従属制御装置コントローラー： アナログ、デジタルのいずれの外部信号
に従い、正確にこのサーボアクチュエーターの位置、速度、加速度を制
御することが可能です。

B)

サイクルコントローラー： このサーボアクチュエーター自体が、位置、速
度、加速度、動力制御を 1 つに結集した作動プロファイルをプログラミン
グにより、制御処理する機構です。

油圧サーボシリンダ
Atos 高性能サーボシリンダは、摩擦が低いことが特長です。
これらのサーボ・シリンダに電位差、電磁誘導、電磁波を制御するトランスジューサーが内蔵しています。

440-サーボ・シリンダに電位差、電磁誘導、電磁波を制御するトランスジューサーが内蔵しており、下表は、ＣＫシリーズのトランスジューサーのタイプ別になります。

カートリッジバルブ
カートリッジバルブは、ＩＳＯ標準のブロックキャビティーに合わせて製作しています。
これらは、ポペットタイプ、もしくはスプールタイプ、カートリッジを保持するカバー、内部パイロット
方式で構成されています。
カバー取付構成によるオン・オフまたは比例制御を内蔵した圧力、流量、方向制御弁です。
ISO7368、サイズ： 16、25、32、40、50、63、80
最大流量 5000L/min、最高使用圧力 350bar

カートリッジエレメント

カートリッジエレメント（バルブ機能カバー付）

特記事項
（1）
（2）
（3）

（4）
（5）

サイズは 100 まで（8000L/min）まで。
クラッキング圧力：
1 = 0.3bar； 2 = 1.5bar； 3 = 3bar； 4 = 4bar
セーフティーオプションは、そのカートリッジに合ったモジュ
ールのカバーを使用して下さい。詳しくは、11 ページをご
覧下さい。セーフティー検知用オプションには、メカニカル
マイクロスイッチ（カートリッジコード LIFC）、もしくは近接
変位センサー（カートリッジコード LIFI）があり、装着可
能です。
表にて紹介した標準バルブは、一部のみです
オプション B： ソレノイドバルブの B ポートからのパイロッ
ト操作によるカートリッジバルブです。

ブロック
Atos の標準及びカスタマイズされたブロックは、マニホールドと、それに組みつけられた各種バ
ルブの製品になります。
それらのブロックは機械製品組み込み、確実に作動させるために、予め厳しいテストをしてい
ます。
“メカノ”概念に基づいている Atos のカートリッジ、サブプレート、ねじ込み式の各バルブは、容
易にアッセンブルでき、使いやすさを可能にしました。
Atos のブロックは


お客様のご要望に合わせて製作します。



最大の性能を発揮する為に設計します。



CAD/CAM により製作します。



材質は鋳鉄、鋼、アルミニウム合金の中から選択可能。

マシンツール用

射出成形機用

このブロックは、各機械に対し

カスタマイズされたブロック

油圧比例制御が働き、作業を

CAM-Bus インターフェースの比

一定にします。

例制御弁による型締め、射出
成形作業をコントロールしま
す。

プレス機、制動機用

セラミック成型機用

BG ブロックは、比例制御弁と

丈夫な鋼ブロックに、on-off 弁

CE マー ク 付き ア ン プ に より 、

と比例制御弁に、ISO 規格の

各々の機械を同時進行させる

カートリッジバルブを合わせたも

ことが可能です。

のになっています。

製鉄プラント用
これは、ベンチ型マニホールドと
比例電気制御油圧機器から
構成されていて、高性能です。

農業機械用

クレーン用
比例制御弁とねじ込み式のコ
ンペンセータから構成されたブロ
ックで、クレーンのブームを制御
するものです。

道路工事機械用

ソレノイドバルブとモジュラーバ

道路工事用機機械として、最

ルブで構成された多連形のブ

高の性能を発揮する為に設計

ロックで、構造は極めて単純な

されたバルブブロックセットです。

ものになっています。

高所作業車用
比例制御弁は、作業台の高さ
を自動的にコントロールします。
ねじ込み式カートリッジバルブ
は、補助機能として備わってい
ます。

せん断機用
BG ブロックは、シリンダに圧力
を加え、せん断機の刃を制御
します。

油圧パワーユニット
油圧パワーユニットは、油圧回路上必要とする全ての構成品が装備、集約されています。
Atos は、現在、標準パワーパッケージと、カスタマイズされたパワーパッケージの両方を提供で
きます。その仕様は、0.4～400kW の出力で、5～5000 リッター、もしくはそれ以上のタンクにな
ります。お客様の要求に対して、適切に制御するための油圧回路にて、モジュラーサブプレー
ト、カスタマイズされたブロックもそのユニットに装着することが可能です。すべてのユニットは、厳
しいテストをしてから出荷しております。
標準パワーパッケージは、
ASM、AST－液中ポンプ、垂直、水平軸モーター
ASV、ASA－水平軸ポンプ、モーター（タンク上側）
ASF－水平軸ポンプ、モーター（タンク真下取付）
ASJ－水平軸ポンプ、モーター（タンク下側取付）
Atos は、現在までの経験で得た技術を駆使し、いかなるアプリケーションに対してもより良い
油圧製品を提供します。それは、フィルターユニット、サーボアクチュエーター、テストスタンド、
完全な油圧ユニット製品でも、何でもお客様にお応えできるよう日々研究しています。

写真左下の番号
538-539 標準パワーパッケージ
540 マシンツール
541 射出成形機
542 液中モーター装備パワーパッケージ
543-544 ベンチ型マニホールドタイプ鉄鋼業向けパワーパッケージ
545 ベンディングマシン用パワーユニット
546 発電所用装置
547 軍事用テストスタンド
548 吹込(ブロー)成形機
549 標準ＧＴ-90 テストスタンド
550 GL-15 給油＋フィルターユニット
551 金属疲労検査用油圧テストスタンド

アプリケーション例

Atos 電子制御油圧製品は、今日世界中で数千もの機械製品に組み込まれています。そして多くの産業
分野で、絶大なる信頼を受けています。

困ったことがございましたら、ご相談下さい。Atos の油圧エンジニアとスペシャリストが解決方法を導き出すよう
最善をつくします。

工作機械

ＣＮＣ

射出機

ポリウレタン

プレス機、裁断機

梱包機

繊維機械

化学工場設備

木材機械

パイプミル

製鉄プラント

スタッカークレーン

エネルギー設備

クレーン

農業機械

シミュレーター

道路工事、建設機械

オフショア産業

船舶

海洋産業
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