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 バルブ 1個の操作ですべてをクランプしますと、時間が節約でき、生産性が向上し
ます。さらに、クランプ解除も同様に素早く行うことができます。
 このパンフレットは、動力式クランプ機器の基本を紹介する目的で作成されていま
す。動力式クランプ機器の設置を成功させるには、チームで協力する必要があります。
この協力体制は、Vektek チームとお客様、そしてお客様が設計を外注している場合は
その治具設計業者様で構成されます。
 Vektekチームは、動力式クランプ機器の導入が簡単で効果的、かつ利益を生むよ
うに、お客様をさまざまな方法で支援致します。

動力式治具を 
計画するときの基本手順

Vektekの動力式クランプ機器の
基本的な説明

動力式クランプ機器に使用する
Vektekの動力源の種類

パレット式治具とは？

Vektekの品質とサポート

利益を生み出す方法
単純化した投資収益率の手法で
分かりやすく説明
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早く、確実なクランピングを

動力式の治具で
すべてのクランプ機器をバルブ1個で制御します。

お好みの方法は ... 
多数のナットを手締めしますか?それとも1個のバルブですべてをクランプしますか?

時間を節約し、いつも正確に

製造プロセスの精度と再現性の向上
は、高品質の製品、廃棄率の低減、そしてコス
ト削減につながります。
 油圧制御クランプ機器は、比較的軽い
重量で、安定した力を繰り返し加えることが
できます。これは工作物を短い 時間でより正
確にクランプするだけで なく、治具の空間を
最大限に利用で きるということです。 油圧式
クランプ機器は、バルブ1 個の操作で、工作
物に加える 力を制御します。
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Tuff CamTM スイングクランプ
 Tuff CamTM スイングクランプ
は、高速対応や、精度な位置
決め、そして重量アーム
を使用する場合のご
要望にお応えして設
計され ました。
Tuff CamTM は、3個のカムを備
え、1秒以内に正確にスイングし
て位置に到達し、クランプします。
Tuff CamTM スイン
グクランプには、
左スイング用と右
スイング用があり、
発注時に指定する
必要があります。 
また、特許取得のカムフォロアー
ボールシートとVektek の V 字溝も
備えています。

保持プレート

ニーズに合わせたVektek 製品の
導入については、弊社のカスタマー
サポートチームにお問い合わせください。

工場直通 : +1-913-365-1045
メール : internationalsales@vektek.com

ねじ付き本体
外側のみ

トップフランジ
外側または
マニホールド

ボトムフランジ
外側または
マニホールド

スイングクランプ

Tuff CamTMスイング
クランプのモデル

専用の
プランジャー
右スイング
または
左スイング

3
ボール 
カム
同じ方向

標準スイングクランプ
 Vektek の標準スイングクランプはこの分
野で、非常に優れた耐久性と多用性を持つこと
が実証されています。標準クランプの内部には
特許取得のV字溝があり、スイング方向を左、
右、または垂直に変更できます。標準スイング
クランプは、方向をまだ決めていない場合や、
在庫を少なくする場合に理想的です。

方向可変の
標準プランジャー
アーム付き

左スイング V 字溝

1
ボール
カム

サイズ
 Vektek のスイングクランプには、2～
33kN の範囲で、各種のサイズ、シリンダー容
量を取り揃えております。

単動式と複動式
 スイングクランプには、単動式と複動式が
あります。単動式クランプは油圧を使用してプ
ランジャー/ アームをクランプし、バネでプラ
ンジャー/ アームを伸長します。複動式タイプ
は信頼性が高く、プランジャー/ アームのクラ
ンプと伸長に油圧を使用します。

オプションの取り付け
 Vektek のトップフランジとボトムフランジ
のスイングクランプはマニホールドを取り付け
ることができますので、外部配管が不要です。

市場でもっとも多様性に富む
取り付けオプション

垂直 V 字溝

右スイング
V 字溝

スイングクランプ

  スイングクランプは、もっとも良く使わ
れる商品の一つです。プランジャーが引き込
まれるときに、アームが工作物の上部でスイ
ングし、下降して所定の位置にクランプしま
す。プランジャーが押し出されるときには、
アームはスイングして元の位置に戻り、工作
物を簡単に取り外すことができます。

Vektek が提供する 
標準スイングクランプと 
Tuff CamTM スイングクランプ

方向可変のプランジャー
右スイング、左スイング、または垂直伸長

単動式 複動式

標準スイングクランプのモデル
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リンククランプ
 リンククランプは一部のお客様が好む
ビーム機構を備えています。リンククランプの
レバーは、届きにくい、またはクランプが難し
い位置に届きます。ビーム機構を備えているた
め、治具の一部としてクランプ機構の設計や
製造の必要がなくなります。Vektek 独自の一
体型本体と中軸 設計により、高圧モデルでは、
横方向への軸振れが最小に抑えられ、現在市
場で使用できるもっとも頑丈な製品です。

高圧リンククランプ
 35Mpa では、1.5 ～２2 kN の範囲で 5
種類の製品を取り揃えております。高圧リンク
クランプ はトップフランジ（マニフォールド取
付可能）、またはねじを使用して取り付けるこ
とが できます。

低圧リンククランプ
 7 Ｍｐａでは、2.5 kN、5 kN、および 10 
kN の 3 種類の製品を取り揃えております。低
圧リンククランプのレバーの位置は、左、前、
または右に調整可能です。トップフランジ取り
付けクランプは複動式のみであり、マニホール
ドポートを内蔵しています。

低圧リンククランプ

高圧リンククランプ

リンク
クランプ

ワーク
サポート

ワークサポート

スプリング
アドバンス

エア 
アドバンス

フルード
アドバンス

 3-2-1 取付方法の基本は、工作物を支える
面で３点を決める必要があります . 機械加工で
は多くの場合、「Z」面に追加の支持具が必要
です。ワークサポートのような浮動支持が簡単
な解決法です。ジャックネジが使用できる場所
であれば、どこでもワークサポートを使用でき
ます。ワークサポートは短時間で位置決めされ、
工作物が歪むことはなく、また作業者の勘に頼
る必要もありません。
 工作物の歪み、ビビリ、または表面仕上げ
の不良は、工作物の移動や振動の結果であり、
ワークサポートにより問題を解決したり、不良の
発生を減少したりできます。
 Vektek のワークサポートには、以下の型が
あります。

スプリングアドバンスワークサポート
 4.4 ～ 55.6 kN の範囲で4種類の製品を
取り揃えております。このワークサポートは
壊れやすい工作物、重量のある工作物のたわ
みやすい部分の支持に適しており、厚い材料
部分を切削するのに向いています。バネで伸
長するプランジャーが、載荷時の工作物に接
触した状態を保持し、工作物にバネの力の
みを加えます。 
 油圧が与えられるとプランジャーはその
位置でクランプされ、余分な力を工作物に加
えません。

エアアドバンスワークサポート
 4.4 ～ 55.6 kN の範囲で4種類の製品を
取り揃えております。このワークサポートは、
過酷な環境下での使用や、変形防止の為に
前もって接触圧力を調整する必要のある、壊
れやすい部分に使用するのに最適です。連続
的な空気流が「空気バネ」として機能し、加
工中空気流を供給し続けることができます。
この「エアカーテン」や「パージ」により、過
酷な汚染物質がプランジャーとスリーブの間
に入り込むことを防止します。

フルードアドバンスワークサポート
 フルードアドバンスワークサポートには、
4.4 kN、11 kN、および17 kN の 3 種類の製
品があります。フルードアドバンスワークサ
ポートの内部ピストンがバネを動かすことに
より、バネがプランジャーを押し上げて工作
物に接触します。次に、油圧が自動的に作動
して、工作物表面でプランジャーがクランプ
されます。これは、1系統の油圧配管で実現
でき ます。

www.vektek.com 
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プッシュ/プル

シリンダ�

• 本体がブロック型の
プルシリンダー

シリンダーと特殊用途クランプ

 多くのクランプシリンダーは、工作物に
力を加えて所定の位置に保持することを目的
としています。穴が開いたり、変形したりしま
すので、工作物を動かすようには意図されて
いません。
 シリンダーは、油圧クランプのうち最も
安価な製品です。ベストな取付位置は、固定
の位置ストッパー (ローケーター）の反対側
にクランプし、切削力をローケーターに伝達・
分散させることが推奨されます。

プッシュ /プルシリンダー
 プッシュ /プルシリンダーは、クランプ板
を引くことにより、離れた位置にある治具機構
を作動するために使用します。また、穴から
突き出して、取り外し可能なC型ワッシャを引
く動作にも使用できます (上の図を参照 )。 
ねじ付きとブロック型をご用意しています。

エッジクランプ

• マニホールド付きブロックシリンダー　　　　• 中空ロッド

• カートリッジタイプ
• ねじ付きミニシリンダー

• コンビネーションブロック
シリンダー 

• カートリッジシリンダー

プルダウンクランプ 
 横方向のクランプが必要な場合に使用し
ます。このクランプは、直線方向に移動し、
下降によりクランプ力を加えます。

プルダウンクランプ 
同心タイプと偏心タイプ
 Vektek のプルダウンクランプを使用しま
すと、クランプが邪魔になることなく、5面の
機械加工を安全に実施できます。クランプス
リーブは分かれており、クランプするホールを
掴みやすくするため、のこ歯状の溝があります。
このプルダウンクランプは、工作物の一面をサ
ポートする役目、および「Z」面の位置決め具
としても使用できます。

エッジクランプ
 ブレードの下向きのクランプ角度により、
水平方向と垂直方向の力で工作物をしっかりと
ローケーター、および作業面に押し付けてクラ
ンプします。縦方向の長さが短いので、多くの
工作物について、上位部分の切削が可能にな
ります。

• プルダウンクランプ
   同心タイプと偏心タイプ

• 複動式
  プルダウンクランプ

• プルダウン
   クランプ

コンビネーションブロックシリンダー 
 上部が同一平面の設計であり、短い距離
のプッシュ /プルの用途に使用します。Oリン
グ付きのマニホールドは、治具の表面に取り付
けることも、側面のポートに接続することも簡
単にできます。5種類を用意しており、それぞ
れ 2つのストローク長があります。

マニホールドの取り付けが簡単
カートリッジシリンダー
 漏れの発生しない、トップフランジ付き
のコンパクトなカートリッジシリンダーは、単
純な穴形状を持ち、特殊な穴加工が不要で
す。オイルがOリング面から供給されますので、
低いカートリッジシリンダーを簡単に取り付け
ることができます。

• ねじ付き 
プッシュ/プルシリンダー

• エッジクランプ
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• 中容量 
電気 / 油圧ポンプ

• 空圧 / 油圧ブースター

動力源
 Vektek は、多くの動力式クランプアプリ
ケーションに最適な機能を備え、且つ設定済
みの各種動力源をご用意しています。

電気 / 油圧
 電気駆動の動力源は、バルブと制御
機器で構成されたポンプです。ポンプモー
ターは、圧力スイッチで制御され、設定さ
れた圧力に到達するとポンプがシャットオ
フされます。圧力が、セット点を下回ると、
ポンプモーターが始動し、システム圧力を
上昇させます。

空圧 / 油圧
 空圧動力はモーターを駆動し、オイルの
流れと圧力を発生させます。システム内のオ
イルの流れが制限されますので ( 圧力上昇 )、
システム圧力がすべて制限されて空気圧モー
ターが停止するまで、ポンプのサイクル速度が

低下します。 

手動スクリューポンプ
 小型システム用の低コストな手動動力源
です。このポンプは「ナットランナー」で駆動
し、即座かつ正確に作動します。Vektek のス
クリューポンプの最大作動圧力は 35 MPa、オ
イル容量は 26 cm3 です。

 動力源の仕様の詳細については、Vektek
の製品カタログかWebサイトをご覧ください。

www.vektek.com

遮断タイプと非遮断タイプ治具の
違い
パレット式或いは墓石型の治具は、加工時
に、油圧を連続的に加える ( 配管を接続した
まま )ことも、動力源から遮断することもでき
る機構です。

遮断タイプのパレット式墓石型治具
  遮断式治具を動力源から遮断するには、
パレットデカプラーを使用します。 パレットデ
カプラーは、固定されたポンプと可動パレット
の接続部として機能します。パレットデカプラー
で、ポンプからの油圧ホースの接続と取り外し
を行います。デカプラーはパレットに取り付け
られた状態であり、ポンプから遮断されている
ときには、デカプラーのアキュムレーターがク
ランプ回路の油圧の調整源になります。
 デカプラーには、装置回路内のオイル圧
ルを保持するためにシャットオフバルブが内蔵
されています。また、ホースとアキュムレーター
を接続する為に、クイックディスコネクターも
付いています。お使いの治具を長く使用できる
ように、パレットの油圧配管に混入する異物を
低減するフィルタを取り付けることを推奨しま
す。デカプラーには、圧力計と減圧バルブを
備えたものもあります。

デカプラー

• 自動停止デカプラー
アキュムレーター付き• アキュムレーターと圧力計を

 備えた手動停止デカプラー

• 操作ハンドル

• アキュムレーター

 デカプラーには、自動停止と手動 停止の
2つの基本タイプがあります。 手動停止バル
ブデカプラーの場合、停止バルブを手動で開
閉します。手動停止バルブデカプラーの多くは、
単動式クランプ装置で使用されていますが、
複動式用に設定することもできます。
 自動停止バルブデカプラーは、動力源か
らのクランプ圧 /クランプ解除圧で作動しま
す。これにより、作業者は、バルブの操作が
不要になり、ホースの接続とポンプの制御の
みを行うだけで済みます。自動シャ停止デカプ
ラーは、単動式と複動式の両方の配管で簡単
に使用できます。

• ブロック型の本体

• ねじ付き本体
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IP-67、
NEMA規格
6/6P

シーケンスバルブ
 シーケンスバルブはクランプ機器システ
ムの圧力感知要素として作動し、常時閉 (N/C)
です。オイルが低圧でシステムに流入するとき
にはこのバルブは閉じており、下流の装置への
流入をブロックします。ほかの機器が正しい位
置に移動した後、圧力が上昇し、バルブを閉
じているバネの力よりも大きくなります。これ
により、ポペットが台座から外れ、最大圧力に
到達するまでオイルがバルブ内を通過します。
シーケンスバルブは、非常に効果的なマルチ
作動の制御機器です。Vektek のシーケンスバ
ルブは精密測定機器であり、他社製品よりも
汚染物質の影響を受けにくくなっています。

減圧バルブ (PRV)
 減圧バルブは、常時開 (N/O) の圧力制御
機器です。バルブ内の圧力が設定圧力 ( 調整
可能 )に到達するまで、バルブは開いた状態
であり、オイルが下流の装置に流入します。設
定圧力でバルブが閉じ、下流の装置へのオイ
ルの流入と圧力上昇をブロックします。下流(バ
ルブから装置まで )の圧力が十分に低下する
と、PRVが再び開き、圧力がバルブの設定値
に到達するまでオイルがバルブを通過します。
PRV は、単動式と複動式の両方のシステムで
使用できるように設計されています。

防水圧力スイッチ
 圧力スイッチは、油圧経路で使用されま
す。配管内の圧力が事前設定の制限値 (5.5 ～
35MPaで設定可能 )に達すると、内部スイッチ
が作動します。リセット不動帯は、設定圧力
の約 5%です。このスイッチは、接続と交換が
容易なM8コネクタとともにご注文できます。

標準圧力計
 Vektek のアナログ圧力計は ANSI 規格
B40.1、Grade B に適合しています。350 bar ま
たは700 barをご用意しています。圧力計の寿
命を延ばすために、圧力計の上限目盛の75%
でシステムを作動させることを推奨します。

チェックバルブ
 チェックバルブにより、バルブ内の流れを
1方向に制限します。 入口流が停止するとバル
ブが閉じて流路がブロックされ、オイルの逆流
を防止します。

インラインフィルタ
 小型のインラインフィルタを使用すると、
システムを清潔に保持することができ、精密
なバルブや機器が保護されます。10μmと
25μmの粒度のフィルタをご用意しています。
Vektek のインラインフィルタはメンテナンスが
可能であり、クリーニングとスクリーン交換が
できます。

• 減圧バルブ

• 減圧バルブカートリッジ

 Vektek の付属品バルブは、油圧式クラン
プ機器専用に設計されています。スチール材
と硬化処理済み部品で製造されたこれらのバ
ルブは、クランプ機器の低流量の要件に適し
ています。Vektek の付属品バルブをご使用に
なられますと一般的な産業用の高流量バルブ
で頻繁に発生するシステムの破損と誤動作を
防止できます。

• 精密なインライン
流量制御

• スイングクランプと
リンククランプの
精密な外付けタイ
プの流入量制御

• シーケンスバルブ      • シーケンスバルブカートリッジ

付属バルブ

• 圧力スイッチ

流量制御
 インラインと外付けタイプの精密流量制
御バルブにより、クランプ速度を調整します。
これらのバルブは特に、複数のクランプ機器
をほぼ同時にクランプする必要がある場合に
便利です。また、クランプ用に設計されていな
いポンプを使用している場合に、過大流量で
治具が破損することを防止します。

• インラインフィルタ( 実寸 )

• チェックバルブ

www.vektek.com

• 標準圧力計
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高品質のVektek 製品
 Vektek の製品は、独自の特徴を持ったオ
リジナルの製品です。Vektek は、研究、設計、
開発、および試験を徹底的に行っています。
 Vektek は、治具本体の耐久性を大幅に向
上する、特殊な黒色ハードコーティングである
BHCTM を開発しました。この表面硬化処理に
より、多くのシリンダーでシールの破損と漏れ
の一般的な原因である穴の変形や引っかき傷
の発生が防止されます。
 硬質クロムを多用することにより、製品の
寿命に大きく影響する荷重がかかる面の耐久
性が向上しています。特殊なシールとワイパー
により、漏れを防止し、異物の混入を防ぎます。 
 製造会社は製品が一定期間「問題なく」
機能する自信があるからこそ、保証を提供しま
す。Vektek の油圧製品は、出荷日から1年間、
故障なく機能することを保証しています。

 Vektek の製品の耐久性と寿命を、他社
の製品と比較してみてください。Vektek の
製品が非常に優れていることがお分かりに
なります。

製品の在庫
Vektek は、製品の在庫が常にあるように最
善を尽くしています。ご注文品を即座に出荷で
きるように、適切な数量を在庫しています。通
常は翌日出荷、お急ぎの場合はご注文当日に

出荷します。

Vektek のサービス 
• 営業スタッフがお客様をサポート
• 技術的な助言とサポート
•治具設計のアイデア提案
• 技術者のお客様担当及びサポート

•オンサイトトレーニング - ご予約によるお客
様の場所に出向いて製品・治具のトレーニ
ングを行います。
•迅速な見積もり
•ご注文の追跡調査。ご注文品をすぐに、間
違いなくお届けします。 
•お客様との結び付きを大事にします。

Vektek のWebサイト : 
www.vektek.com
• オンライン注文 - 弊社ホームページの「Sign-
Up」リンクを使用して、お客様のアカウント
をご登録ください。ご登録から数日以内に
お客様のアカウントが使用可能になります。
• PDFカタログ
• CAD 2 D & 3D 図面
• 部品リスト
• サイト内検索
• 担当者名

修理とメンテナンスのサービス
修理が必要なときには、Vektekの修理チー
ムが担当し、修理済みの製品をお客様にた
だちに送り返します。
製品メンテナンスを自社で行わないお客様
には、Vektek が修理サービスを提供します。
詳細情報とスケジュールについてはお問い合
わせください。

Vektekの品質とサポート

方向制御バルブ
 Vektek の方向制御バルブは、油圧シリン
ダーの押し出しと引き込みを制御します。方向
制御バルブにより、ポンプからシリンダーへの
流路、およびシリンダーからオイルタンクへの
復路が規定されます。手動バルブとソレノイド
バルブのいずれも、治具の流路の制御専用に
設計されています。
 Vektek の方向制御バルブの作動圧力定格
は、35 MPaです。これらの方向制御バルブは
通常、取り付けと液体の流れの方式の国際規
格に適合しています。
 取り付け方式が規格化されていますので、
システム配管を変更せずに、バルブ操作を手
動から電気式に簡単にアップグレードできます。 

中容量ポンプ、ソレノイド制御バルブ4個、
および制御ユニット1台

• シートバルブ

• 制御バルブ • プレートコネクタ
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 意図通りに機能する動力式クランプ機器
は、自然に生まれるものではありません。ほか
の製造プロセスと同様に、慎重に計画する必
要があります。ただし、動力クランプ機器の導
入に、油圧技術者が必要であるという意味で
はありません。
 システムを設計するには、クランプ機器
の基本的な概念を忠実に適用します。
動力式治具システムのアプリケーションは、次
の2つのカテゴリに分類されます。

• 改造
既存の治具のクランプを交換するか、アッ
プグレードします。

• 新規の治具
動力式のクランプ機器を使用すべく、最初
から設計します。

 いずれの場合でも、動力式クランプ機器
の発生する力を考慮する必要があります。手に
持てる機器でも、クランプ力が5 t に達するこ
ともあります。
 既存のボルトとナットによる手締めクラン
プやトグルクランプを交換する場合、治具や加
工台がクランプ力に耐えることが重要です。最
大15 kN の力に耐えるTスロットに 30kNのク
ランプを取り付けると、加工台を破損する恐れ
があり非常に危険です。
 3-2-1の概念は、工作物の３面から固定
する事に関してですが手締めの場合と同様に、
動力式クランプ機器を使用する場合にも適用
できます。クランプ機器は、工作物と位置決め
ボタン、位置決めピン、または位置決め面としっ
かり接触するように配置する必要があります。

動力式クランプ機器のシス
テム設計段階的ガイド

複動式
スイング
クランプ 単動式

シリンダ

フルイド
アドバンス
ワークサポート

単動式
ミニシリンダ

マニホールド マニホールド

大径の共通供給ライン 3位置
4ポートソレノイド、
"P"ブロック

中容量ポンプ

以下の点を考慮して、計画プロセスを開
始してください。
• システムで実現することは何か。

• どのような作業でこのシステムを使用する
か。

• 製造ラインの処理速度に適するクランプ
「速度」はどの程度か。

 「現実的」なサイクル時間を選択します。
サイクル時間が短いほど、より大型の動力源が
必要になります。
 たとえば、あるシステムでは、出力1/3 hp
の電動機付きポンプを使用すると、3秒以内
に目的のクランプ圧に到達するとします。同じ
クランプ圧に1秒以内に到達するには、出力1 
hp の電動機が必要になり、初期費用も運転コ
ストも大幅に増加します。
 複動式機器は、小さい口径や長い配管な
どの制限を持つシステムでも、正しいタイミン
グで所定の長さを確実に引き込みます。

手順1: 
 最初に、実行する作業の性質、1サイクル
で処理する工作物の個数、および複数面で作
業を実行するかどうかを調べます。また、加工
台への工作物の着脱、およびクランプにかかる
時間も決定します。
 工作機械のファイルを調べて、該当する加
工台、チャック、その他使用できる作業領域を
確認します。使用できる作業領域に、工作物
が何体収容できるかを確認します。収容できな
い場合は、計画を見直します。
 システム計画の初期段階で、作業者と設
備の安全を確保する適切な手段と装置を盛り
込みます。詳細については、弊社カタログの裏
表紙の内側の「安全」セクションを参照してく
ださい。

手順 2: 
 製造過程の作業順序を纏めます。この情
報は、必要なシーケンスバルブの個数、および
アプリケーションで必要な外部制御 (工作機械
の制御との連係など )を決定するときに役立ち
ます。

治具システムの設計
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手順 8: 
 必要なクランプ力の合計値、および選択
したクランプ位置、且つ工作物のサイズ、強度、
形状、そして機械加工空間も加味して、 クラン
プ機器の種類と個数を決定します。

手順 9: 
 動力源の能力を決定するには、選択した
装置全体のオイル合計排出量が必要です。次
に、合計排出量以上の能力を持つ動力源を選
択し、以下の式を使用して、目的のクランプ時
間の制約内でシステムを作動させることができ
るかどうかを判定します。

装置容量 ÷ 低圧流量 = ポジション時間

式の意味
 装置容量とは、すべての装置のオイル容量
(単位 : cm3)です。低圧流量とは、低圧ポンプ
のオイル流量 (単位 : cm3/ 分 )です。ポジショ
ン時間は、分の小数部で表されます。 この式
の結果に、以下の計算結果を加算して、合計ク
ランプ時間を推定します。

[(システム容量 ) ÷ ( 高圧流量 )] x 0.01 (システ
ムの作動圧力 ÷ 70) = 加圧時間

式の意味
 高圧流量とは、高圧ポンプのオイル流量
(単位 : cm3/ 分 )です。システム容量とはシステ
ム全体のオイル容量であり、クランプ機器の容
量と関連する配管、ホース、マニホールドなど
の内部容量を加算したものです。小型のシステ
ムでは、配管の容量が無視できるほど小さいこ
とがあります。ただし、配管やホースが長いシ
ステムでは、それらの容量が、作動圧に達する
までに要する時間に影響を及ぼすほど大きくな
ることがあります。
 式の 0.01 x (システム作動圧力 ÷ 70) の部
分は、システムの加圧に要する時間に影響する
オイルの微小な圧縮率、およびシステムの弾性
を考慮したものです。加圧時間は、圧力に到
達するまでの合計時間です。推定した合計クラ
ンプ時間が、目標時間外で、装置の許容 範囲
内である場合は、より大型、つまり容量の大き
い動力源が必要です。そのような動力源を選択
し、前述の計算をやり直して、必要なクランプ
サイクル時間が得られるようにします。 

 最初の計算で推定した合計クランプ時間
が、目標時間よりも大幅に小さい場合、最初
に選択した動力源が大きすぎます。このような
場合は、小型の動力源を選択し、前述の計算
をやり直して、必要なクランプ時間が得られる
ようにします。動力源を選択するときに検討が
必要なその他の要因として、現場の平面図、工
作機械のレイアウト、動力源の種類に対するお
客様の要望 ( 現場の供給エアまたは電気 )など
があります。 
 必要に応じて、大型の電気動力源を複数
台使用し、複数の工作機械で個別に作動して
いる治具 に供給することもできます。この場合、
動力源のサイズを求めるには、前述の計算式
から、各システムで作動するタイミングとシー
ケンスを計算する必要があります。

手順10: 
 手順 2でまとめた動作シーケンスを実現す
るために必要な、バルブやその他の制御機器
を選択します。 弊社カタログのバルブのセク
ションを参考にしてください。

手順11: 
 治具に適切な安全制御機構を選択します。
すべての VektorFlo® 電気モジュールは、常時
一定した圧力が維持されるように油圧スイッチ
が標準機器として装備されています。ただし、
1台の動力源で複数のシステムを駆動する場合
は、それぞれのシステムに圧力監視装置が必
要です。

手順12: 
 最後に、動力源とバルブやクランプ機器を
接続する配管を選択します。システムの仕様と
レイアウトを確認して、必要な継手、管径、長
さを決定します。

手順13: 
 ご質問がある場合は、弊社にお問い合わ
せください。弊社のアプリケーションエンジニ
アは、治具の設計は行いません。お客様が油
圧クランプを問題なく使用できるように支援す
ることが業務です。既存の治具を改造する、新
しい工作物をクランプするためのアイデア、ま
たは設計をすばやくチェックしてほしい、といっ
た Metric Vektorfl o® のお客様のご要望にたい
しお答えいたします。

手順 3: 
 機械加工の切削力を計算します。そして
切削力が工作物に作用する方向を確認します。
予防のため切削力を計算する場合、クランプ
機器の大きさ、位置がその力に対して耐えうる
ものである事を確認して下さい。多くの工作機
械の取扱説明書には、各種の切削力表、また
はその力の簡単な計算式が記載されています。
手締めクランプシステムの改造を計画している
場合、現状のクランプ力を調べるときに、トル
ク値が役立つことがあります。これらの情報が
分からない場合は、弊社にお問い合わせくだ
さい。

手順 4: 
 固定位置ストッパーが、大部分の機械の切
削力に耐え、工作物が動かない事を確認して、
治具の設計に入ります。

手順 5: ( オプション )
 通常は、工作物の重量と摩擦に耐える力
と、治具の所定位置まで移動させる力を計算
する必要があります。VektorFlo® の油圧動力
源の2ステージ設計により、低圧、高流量の
第1ステージで、工作物の周りにある クランプ
機器を所定の位置にセットし、工作物がシッカ
リと固定位置にセットされ、その後高圧クラン
プが作用します。さらに、多くのアプリケーショ
ンでは、治具自体の性質により、工作物が十
分に近い位置に配置されますので、別の治具
として位置決め器具は必要ありません。ただし、
重量、および位置決め時の摩擦について、検
討する必要があります。

手順 6: 
 工作機械の切削力を決定した後、治具ま
たは加工台に工作物を保持するために必要な
クランプ力を計算します。ここでも簡素な式を
使用するだけで加工素材に合った答えを得る事
がきます。ご質問がある場合は、弊社にお問
い合わせください。

手順 7: 
 工作物を確実に固定し、加工動作を妨げ
ないように、クランプ機器が工作物と接触する
位置を決定します。製造工程を妨げない位置
にクランプを配置できない場合、外部制御装置
を使用してクランプ機器をアンクランプする必
要があります。この場合、クランプ機器を別個
に制御する必要があり、追加バルブが必要に
なります。
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手締めストラップクランプ
治具から
油圧式治具への移行

時間の節約 : 
クランプ 2個 / 工作物 1個
手締めのクランプ時間 : 35 秒
油圧クランプ時間 : 15 秒
節約される時間 : 20 秒

クランプ4個 / 工作物 1個
手締めのクランプ時間 : 68 秒
油圧クランプ時間 : 20 秒
節約される時間 : 48 秒

クランプ 8個 / 工作物 2個
手締めのクランプ時間 : 130 秒
油圧クランプ時間 : 26 秒
節約される時間 : 104 秒

計算に使用した仮定 : 

手締め - 工作物の載荷、クランプの位
置決め、シグナル式トルクレンチによ
るクランプのナットの締め付け、クラ
ンプの緩め、および工作物の除荷の
合計時間。

油圧 - 工作物の載荷、クランプの位置
決め、油圧動力源の起動、加圧、減圧、
および工作物の除荷の合計時間。

回収サイクル - 油圧駆動シリンダー、
空圧 /油圧昇圧機、ホース、継手を含
み、および装置の改造と設置用として
クランプ 1個につき$15を加えたシス
テム全体のコストに基づきます。実際
のコストは異なることがあります。

多くの機械加工所で使用されている手締めス
トラップクランプの取付具 (1例を右上に図示 )
を、油圧式取付具に移行する例について説明
します。 
右の図に示すように、上部一端が Vektek の
ブロックシリンダーに置き換えられています。
植え込みボルトは、所望の位置に 2個のナット
でクランプされます。その後に必要なのは、ブ
ロックシリンダーに配管と動力源を接続するこ
とだけです。
空圧 /油圧ブースターは、単動式システムを
駆動する低コストの方法です。 

この写真では、図示した
保持システムの駆動と配管に
必要な部品を示します。

手締めストラップクランプを
備えた治具を
油圧式治具に移行

導入例 該当する次の2つを
選択してください

- 時給 
- 治具全体のクランプの個数 

下の表に、サイクルあたりの節約金額と、
動力式治具の費用が回収される

サイクル数を示します。

工作物を1個製造するたびに 
節約が継続

1つの制御バルブですべてのクランプを締め付け

1 本のレンチで多数のナットを締め付け

システムに見合うコスト(単純なROI)

節約の計算式
右下の「時間の節約」のセクションを参照してください。

図示した治具の例 :
クランプ 2個 / 工作物 1個、時給 $50

時給 ($50) ÷ 1時間の秒数 (3600) = 
1秒あたりの賃金 ($.0139)

1秒あたりの賃金 ($.0139) X 節約された秒数 (20)= 
1クランプサイクルで節約された金額0.278セント($0.28)

• さらに • 
システムのコストの回収後、
工作物を1個製造するたびに
$0.28 のコスト削減が継続

1クランプサイクルで節約可能な金額

 クランプ  クランプ  クランプ 
時給 2 個 4 個 8 個
 工作物 1個 工作物 1個 工作物 2個

$25 USD $0.14 USD $0.34 USD $0.72 USD
回収サイクル 9,272 4,238 2,252

$50 USD $0.28 USD $0.67 USD $1.44 USD
回収サイクル 4,636 2,119 1,126

$100 USD $0.56 USD $1.33 USD $2.89 U

回収サイクル 2,318 1,060 563

$1298 USD           $0.28 USD        4,636

ストラップクランプ
に油圧式を加えた
大体の追加コスト

ワンサイクルで
セーブできる
金額

サイクル
数
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動力式治具を導入するときの
代表的な手順 

 Vektek の営業担当者と話すことで、油圧ク

ランプの導入コストを短期間で回収できる方法 に
気付く場合があります。次の段階では、弊社に電
話して、アプリケーションエンジニアと治具のコン
セプトについて話し合います。
 お客様が現在使用している治具、工作物、
工作機械、およびプロセスについて理解するため
に、アプリケーションエンジニアがそれらの情報
の提供をお客様に依頼することがあります。そし
て、左の図に示すような治具を提案します。この
ように、Vektekでは治具の「設計」は行いません。
コンセプトを提供します。お客様のご依頼により、
このコンセプトに基づいて部品表を提供します。
 お客様による保持システムの設計を支援する
ために、各製品の CADファイルをwww.vektek.
comにオンラインでご用意しています。また、CD
は営業担当者にご依頼ください。 
 設計が完了したら、お電話でご注文ください。
ご注文品はただちに納品いたします。
 弊社とお客様の関係は、ここで終了するわ
けではありません。治具が正しく機能し、機能し
続けるようにサポートいたします。

VEKTEK, INC.
1334 E 6th Avenue
Emporia, KS 66801 USA

工場直通 : +1-913-365-1045
Fax: +1-816-364-0471
internationalsales@vektek.com

日本 : +1-620-803-1347
japansales@vektek.com

www.vektek.com

手締めストラップクランプと、手動スクリューポンプで駆動するワークサポートを
備えた治具を示します。支持されていない工作物の端での振動や動きを防止す
るために、離れたスクリューポンプにより1つ以上のワークサポートを作動でき
ます ( 適切な作動圧力が供給されるように、圧力計を組み込む必要があります )。

この治具では、ストラップクランプの一端が置き換えられた油圧ブロックシリン
ダーの上にのっています。工作物を正しい位置にクランプした後に、ワークサポー
トを作動するシーケンスバルブを追加する必要があります。こ治具を運転するに
は、十分な容量を持つ限りどのような油圧動力源でも使用できます。

容易に工作物を治具に載せたり、外したりするために、この図ではブロックシリン
ダーをスイングクランプに置き換えています。この場合でも、この治具を運転する
には、十分な容量を持つ限りどのような油圧動力源でも使用できます。

早く、確実なクランピング
手締めのストラップクランプを油圧式に変更したり、
全自動化したりできます。

スクリューポ
ンプ

ワークサポート

ワークサポート ポンプからの油圧ホース

マニホールド

ブロックシリンダー

シーケンスバルブ

スイングクランプ
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1334 E. 6th Avenue
Emporia, KS 66801 USA

より早く、よりよく、かつ安定した品質の 
機械加工を
動力式の治具で実現

• 再現精度が高い
• 切削速度の高速化対応
• 瞬時のクランプ力
• 廃棄率を低減 

 中をご覧ください。


