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斜板形アキシャルピストンモータ

M5Xシリーズ

／川崎重工業㈱

精密機械ビジネスセンター

M5X シリーズはメカブレーキ、リリーフバルブ、メイクアップバルブ
を内蔵し、コンパクト化と高出力を実現した建設機械用旋回モータです。
■特長
旋回用途に必要な各種バルブを適切に配置し、コンパクト設計を実現。
旋回用途に合わせた信頼性の高い構造を実現。
ショックレスリリーフ弁と反転防止弁を内蔵し、優れた旋回操作性を
実現。
■仕様

問い合わせ先／神戸本社 機器営業部
TEL：078-360-8605 URL：http://www.khi.co.jp/kpm/

斜板形アキシャルピストンモータ

M7V/M7Xシリーズ
／川崎重工業㈱

精密機械ビジネスセンター

M7V（可変容量型）／ M7X（固定容量型）シリーズは当社が得意とする斜
板形油圧ポンプ・モータの技術を応用し、従来機以上の高速回転を実現しまし
た。また、安定した低速回転特性を有し、幅広い回転速度領域で優れた性能を
発揮します。
■特長
超低速から高速まで優れた性能を発揮し、幅広い用途に対応可能。
斜板形構造の採用とロータリ部品の最適設計により低騒音化を実現。
斜板形構造の採用により、軸受の長寿命化およびコンパクトな形状を実現。
■仕様
型式
最大
最小
圧力(MPa)
定格/最高
at qmax
最高回転数
at q < 0.6qmax (*1)
(*1): M7V212 は q < 0.4qmax
押しのけ容積（cm3）

M7V85
68 - 88.5
0 - 68
3,900
6,150

M7V112
M7V160
90 - 112 128 - 160
0 - 90
0 - 128
42/50
3,550
3,100
5,600
4,900

M7V212
170 - 215
0 - 170
2,900
4,600

問い合わせ先／神戸本社 機器営業部
TEL：078-360-8605 URL：http://www.khi.co.jp/kpm/

低速高トルクラジアルピストンモータ

HMKB（C）シリーズ
／川崎重工業㈱

精密機械ビジネスセンター

“低速高トルクラジアルピストンモータと言えば、「カワサキ・スタッ
ファモータ」”と言われるように、当社のモータはいわば低速高トルクモ
ータの代名詞。その技術、信頼性、生産台数、シリーズの豊富さは抜群です。
■仕様
押しのけ容積（cm3）：745、1,281、1,510、3,087
圧力（MPa）：定格 20.6 ／最大 24.5
■特長
ラジアルピストン型であるため構造がシンプル・堅牢で、他方式のモ
ータに比べ、出力密度（単位重量当たりの出力）上も有利。
低速・高トルク型である上、当社独自の技術により低騒音を達成。
オプションとして、回転取出し金具の装着が可能。

問い合わせ先／神戸本社 産機営業部
TEL：078-360-8607 URL：http://www.khi.co.jp/kpm/
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可変容量型油圧モータ

TVシリーズ

／SAI JAPAN㈲（イタリアSAI S.p.A社子会社）

TVシリーズは電圧制御によるモータシリンダ・ピストン制御により最
大～最小押しのけ容積間で任意で設定が可能です。二速容量型等に比べ、
広範囲トルク及び回転数を細かく設定する事ができ、掘削機ドリルヘッド
等に最適です。
■特長
最大～最小容積間でのトルク・回転数の任意設定
フリーホイーリング（最小押しのけ容積 0cc/rev）対応可能
高効率（起動・機械・容積）
容量比10倍まで設定可能
■仕様
最大押しのけ容積：240 ～ 1,200cc/rev
回転数範囲：0 ～ 2,500rpm
瞬間最高動力：80 ～ 220kW

問い合わせ先
TEL： 042-711-7638 FAX：042-711-7639 URL：www.saihydraulics.com

シャフト・ホイール油圧モータ

TS8シリーズ

／SAI JAPAN㈲（イタリアSAI S.p.A社子会社）

TS8シリーズは遊星減速機を内蔵したパッケージ型油圧モータでシャフ
トモータでは JIS 規格出力軸に対応しています。ホイールモータとしても
利用可能です。ご希望に応じ湿式マルチディスクブレーキを搭載できます
■特長
固定容量型・二速容量型・可変容量型で選択可能
フリーホイーリング（最小押しのけ容積 0cc/rev）対応可能
高効率（起動・機械・容積）
容量比10倍まで設定可能
■仕様
最大押しのけ容積：3,600 ～ 7,400cc/rev
回転数範囲：0 ～ 250rpm
瞬間最高動力：220kW

問い合わせ先
TEL： 042-711-7638 FAX：042-711-7639 URL：www.saihydraulics.com

高速固定容量型油圧モータ

GSシリーズ

／SAI JAPAN㈲（イタリアSAI S.p.A社子会社）

GSシリーズは高速運転を可能にした油圧モータで、高速運転を要求する
多用途でご利用頂けます
■特長
固定容量型・高速運転・高動力
フリーホイーリング（最小容積 0cc/rev）対応可能
高効率（起動・機械・容積）
容量比10倍まで設定可能
■仕様
最大押しのけ容積：40 ～ 2,500cc/rev
回転数範囲：0 ～ 2,800rpm
瞬間最高動力：70 ～ 300kW
※ GSシリーズとは異なる大容量モータもございます。お問合せください

問い合わせ先
TEL： 042-711-7638 FAX：042-711-7639 URL：www.saihydraulics.com
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小型・軽量ピストンモータ（25 ～ 28cc/rev、アルミケース品）

／三輪精機㈱

■特長
小型、軽量
ケースのアルミ化、ケースと斜板の一体化、薄板バルブプレートの採用
低コストパーキングブレーキ
ロックピンによるシンプルなパーキングブレーキ機構の採用
30年間の市場実績で培われた高い作動信頼性、耐久性
最高回転数：4,000min-1 での使用が可能（25cc/rev、ブレーキ無）
■仕様

※パーキングブレーキ
操作方式：外部パイロット式

問い合わせ先／営業部
TEL：049-211-3003 URL：http://www.sanwaseiki.co.jp

小型・軽量ピストンモータ（32 ～ 40cc/rev、アルミケース品）

／三輪精機㈱

■特長
小型、軽量
ケースのアルミ化、ケースと斜板の一体化、薄板バルブプレートの採用
低コストパーキングブレーキ
ロックピンによるシンプルなパーキングブレーキ機構の採用
30年間の市場実績で培われた高い作動信頼性、耐久性
■仕様

※パーキングブレーキ
操作方式：外部パイロット式

問い合わせ先／営業部
TEL：049-211-3003 URL：http://www.sanwaseiki.co.jp

ウインチ用モータ（メカブレーキ、カウンタバランスバルブ付）

／三輪精機㈱

■特長
内部パイロット型パーキング用メカブレーキとカウンタバランスバル
ブをコンパクトに内蔵
25年間の市場実績で培われた確かな作動信頼性と高い耐久性
■仕様

※パーキングブレーキ
ブレーキトルク：165.7N・m 以上

問い合わせ先／営業部
TEL：049-211-3003 URL：http://www.sanwaseiki.co.jp
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高速ベーンモータ

25M、35M、45Mシリーズ

／東京計器㈱

低速から高速まで幅広い回転数範囲で使用できますので、車両用をはじ
めあらゆる分野で使われています。
■特長
回転部がカートリッジ方式になっていますので、カバーを外すだけで
主要回転部分を交換できます。
最低回転数100min － 1 から定格最高回転数2,600min － 1 まで幅広い回
転数範囲で使用できます。定格最高圧力は 15.7MPa です。
最高回転数は使用圧力により変わります。3.5MPaでは3,600min － 1 と
なります。
押しのけ容積 44 ～ 193cm3/rev の９種類、三つのシリーズがあります。

問い合わせ先／油圧制御システムカンパニー
TEL：03-3737-8616 URL：http://www.tokyo-keiki.co.jp/hyd/

低速高トルクモータ

MHTシリーズ

／東京計器㈱

油圧平衡形ベーンモータで幅広い回転数とトルク範囲をもっています。
射出成型機をはじめとした産業機械の分野で幅広く使用されています。
■特長
小形で出力トルクが大きい。
運転音が低く、出力トルクの割にはコンパクトです。
毎分10回転でも安定したスムーズな低速回転が得られます。
ギヤボックスその他の減速機構が不要となりコンパクトな設計ができ
ます。
押しのけ容積298～12,400cm3/revの12種類があります。最高使用圧
力は14MPaであり、差圧0.7MPaでの理論トルクは33～1,381Nｍとな
ります。
マルチトルク形は専用切換弁によって、簡単に低速高トルク、高速低
トルクの切換ができます。

問い合わせ先／油圧制御システムカンパニー
TEL：03-3737-8616 URL：http://www.tokyo-keiki.co.jp/hyd/

内接歯車形低速高トルクモータ

CR、GR-Mシリーズ

／東京計器㈱

小形かつ高性能低速高トルクモータです。一般産業、車両、船舶と幅広
く使われています。
■特長
構造は、分配弁、ジロータキット、駆動軸部からなる積層形です。し
かも４本のボルトを外すだけで容量の変更が簡単に、そして短時間に
できます。
押しのけ容積62～383cm3/revの13種類があります。最高使用圧力は
小容量タイプで定格圧力は21MPa（最高 28MPa）です。
GR-Mは加圧開放形のメカニカルブレーキを内蔵しています。回路圧
が下がるか、パイロット圧力が０になることにより、機械的にブレー
キがかかります。さらに専用のブレーキ弁、カウンタバランス弁を集
積することで、より迅速、確実な制動を行うことができます。

問い合わせ先／油圧制御システムカンパニー
TEL：03-3737-8616 URL：http://www.tokyo-keiki.co.jp/hyd/
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HYDRO LEDUC 社製

斜軸型

固定容量ピストンモータ

／TOHTO㈱

■特長
ISO規格準拠
高効率、高速、長寿命、軽量コンパクト、高いパワーウエイト比、
短納期、低騒音、サーマルショックに強い
■仕様
M（MA）シリーズ ヘビーデューティ用
瞬間最高圧力 45MPa、連続使用圧力 40MPa、容量 5 ～ 180cc/rev
MSI シリーズ 減速機取付けヘビーデューティ用
瞬間最高圧力 45MPa、連続使用圧力 40MPa、容量 32 ～ 125cc/rev
■用途
産業機械、建設機械、車輌機器、農業機械、舶用機械、
土木機械、試験設備、破砕機、森林機械

問い合わせ先／営業技術部
TEL：03-3768-2371 URL：http://www.tohto-hydraulics.co.jp/

Bonfiglioli 社製 走行モータ

PGR シリーズ

／TOHTO㈱

■特長
軽量、高効率、コンパクト設計
オプションとしてショックレスリリーフバルブ
パーキングブレーキ内蔵
■仕様
実機質量：1.8 ～ 7ton
出力トルク：1,000 ～ 7,000Nm
最高使用圧力：21MPa
■用途
ミニショベル等

問い合わせ先／営業技術部
TEL：03-3768-2371 URL：http://www.tohto-hydraulics.co.jp/

Black Bruin 社製 モータ

／TOHTO㈱
■各シリーズの仕様、特長
＜ B・BBC シリーズ ホイールモータ＞
最高出力：130kW、容量 6,300cc/rev
許容ピーク圧力：45MPa、MAXトルク 45kNm
2、3、4 速＋フリーホイール（O、P）
オンデマン走行（O、P）
Drum brake, Disk brake（O、P）
multi-disk brake（O、P）
＜ S シリーズ クラッシャ・ウインチ＞
最大出力：500kW、容量 18,900cc/rev
許容ピーク圧力：45MPa、MAX トルク 135kNm
２速・Brake（O、P）

問い合わせ先／営業技術部
TEL：03-3768-2371 URL：http://www.tohto-hydraulics.co.jp/
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GM

series

／ナブテスコ㈱
■特長
ケース回転型
小型・高性能設計
高速／低速、２段階の容量でエンジン馬力を有効活用
ショックレスリリーフ弁、駐車ブレーキ内蔵
■仕様
定格出力トルク：4,020 ～ 84,800N・m
最高使用圧力 ：24.5 ～ 34.3MPa
モータ行程容積：21.4 ～ 290.7cm3/rev

問い合わせ先／パワーコントロールカンパニー営業部
TEL：03-5213-1152
URL：http://www.powercontrol.nabtesco.com/

CH

series

／ナブテスコ㈱
■特長
低速から高速まで安定回転
ドラムイン
長寿命
低騒音
■仕様
定格出力トルク：1,030 ～ 18,000N・m
最高出力回転数：100 ～ 170min − 1
最高使用圧力：20.6 ～ 29.4MPa
モータ行程容積：17.3 ～ 169cm3/rev

問い合わせ先／パワーコントロールカンパニー営業部
TEL：03-5213-1152
URL：http://www.powercontrol.nabtesco.com/

SG

series

／ナブテスコ㈱
■特長
軽量、コンパクト
低騒音
高効率・優れた自吸性能
微操作性向上
豊富なオプション
■仕様
定格出力トルク 690 ～ 20,000N・m
最高使用圧力
15.0 ～ 29.4MPa
モータ行程容積 22 ～ 250cm3/rev

問い合わせ先／パワーコントロールカンパニー営業部
TEL：03-5213-1152
URL：http://www.powercontrol.nabtesco.com/
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スピードセンサー付ダウマックスモータ

／イートン㈱

高い信頼性を誇るダウマックス低速高トルク油圧モータに、コンパクト
なスピードセンサーを内蔵しています。各種産業機械や車両用途として幅
広く御利用を頂けます。
■特長
コンパクト設計
長寿命、非接触式センサー採用
■仕様
出力（１回転あたり）
９パルス：ME100、ME300BからME1300A
11 パルス：ME150、ME175及びME1900からME4100
作動電圧：DC8Vから28Vまで
供給電流：20mA（プルアップ抵抗含む）

問い合わせ先／本社・東京営業所
TEL：03-5786-2560 URL：http://www.eaton.jp/

スピードセンサー付オービットモータ

／イートン㈱

軽量コンパクトなオービット低速高トルク油圧モータに、コンパクトな
スピードセンサーを内蔵しています。各種産業機械や車両用途として幅広
く御利用を頂けます。
■特長
コンパクト設計
長寿命、非接触式センサー採用
■仕様
出力（１回転あたり、３ピンタイプ）
15 パルス：H/Sシリーズ、30パルス：2000及び10000シリーズ
36 パルス：4000シリーズ、40 パルス：6000シリーズ
作動電圧：DC8Vから28Vまで
供給電流：20mA

問い合わせ先／本社・東京営業所
TEL：03-5786-2560 URL：http://www.eaton.jp/

ORBMARK®MOTOR 低速・高トルク油圧モータ
ワ－ルドチェンジシリ－ズORB-A
世界標準に完全互換の汎用油圧モ－タ

／日本オイルポンプ㈱

MADE IN JAPANでQCDナンバーワンをご提供いたします。
■特長
バリエーション080～390cc/cm3の９機種です。
最高使用圧力30.9MPa
軸受にテーパーローラーベアリングをNOP独自の「ダブルタイト加工」
を施しラジアル・スラスト荷重に強い構造です。
耐圧シールにＸリングを採用、油漏れがしにくい構造です。
即納・短納期対応『Ｓ納期』標準品は３台までなら３日で出荷いたし
ます。

問い合わせ先／油圧事業部
TEL：03-5294-5807 URL：http://www.nopgroup.com
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ORBMARK®MOTOR 低速・高トルク油圧モータ
ワ－ルドチェンジシリ－ズORB-B
世界標準に完全互換の汎用油圧モ－タ

／日本オイルポンプ㈱

MADE IN JAPANでQCDナンバーワンをご提供いたします。
■特長
バリエーション050～410cc/cm3の12機種です。
最高使用圧力17.2MPa
低コスト新設計と自社加工技術により当社従来モータ比10％ダウンを
実現しました。
コンパクト・軽量。当社従来モータ比全長５～ 10％の省スペース約
14％の軽量化を実現しました。
耐圧シールにＸリングを採用、油漏れがしにくい構造です。
即納・短納期対応『Ｓ納期』標準品は３台までなら３日で出荷いたし
ます。

問い合わせ先／油圧事業部
TEL：03-5294-5807 URL：http://www.nopgroup.com

ミニショベル用コンパクト旋回モータ

PCRシリーズ

／㈱不二越

斜板式ピストンモータ、ショックレスリリーフバルブ、遊星歯車減速機
の一体構造を採用し、ミニショベルの滑らかな旋回操作フィーリングを実
現します。
■特長
一体構造で取付高さが低く、軽量・コンパクトです。
ショックレスリリーフバルブの水準で、旋回フィーリングのチューニ
ング対応が可能です。
パーキングブレーキ、P/Bタイマーバルブなどのオプションが揃って
います。
■仕様
製品シリーズ ：PCR-1B ～ PCR-5B
最大出力トルク：627 ～ 3,537Nm

問い合わせ先／油圧事業部 油圧製造所
TEL：076-438-8970 URL：http://www.nachi-fujikochi.co.jp

ミニショベル用高トルク走行モータ

PHVシリーズ

／㈱不二越

斜板式ピストンモータ、油圧バルブ、遊星歯車減速機の一体構造を採用
し、ミニショベルの力強い作業と高速移動を実現します。
■特長
一体構造で高トルク・コンパクトです。
カウンターバランスバルブ、２速機能を標準装備しています。
自動変速機構、パーキングブレーキ、ショックレスリリーフバルブな
どのオプションが揃っています。
■仕様
製品シリーズ：PHV-1B ～ PHV- 5B
最大出力トルク：1,678 ～ 12,999Nm

問い合わせ先／油圧事業部 油圧製造所
TEL：076-438-8970 URL：http://www.nachi-fujikochi.co.jp
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月刊「油空圧技術」製品ガイド 11 月号：油圧モータ
固定容量形アキシアルピストンモータA2FM（E）70シリーズ

／ボッシュ・レックスロス㈱

A2FMシリーズ70は、建機車輌・産業機械等で長い信頼と実績を持つシ
リーズ61よりさらに出力密度を高めた固定容量形アキシアルピストンモー
タです。最適化されたロータリーグループとフラッシングバルブ等をポー
トプレートに内蔵することで、シリーズ61よりも全長が26％短いコンパ
クトなデザインとなっています。さまざまなアプリケーションに適用でき
るように、三つの圧力レンジの製品を用意しています。
■仕様

問い合わせ先／営業本部 建機統括
TEL：03-5485-7146 URL：www.boschrexroth.co.jp

低速高トルクモータ

ヘグランドモータ並びに関連製品

／ボッシュ・レックスロス㈱

ボッシュ ･ レックスロスの「ヘグランドモータ」は、一般産業機械向けの油圧ドライブシ
ステムとしてさまざまな分野に使用することができます。理論トルク80 〜60,000Nm/MPa
までの幅広いレンジに対応し、減速機を必要とせずに駆動軸に対して直接取り付けが可能で
す。省スペース化、小慣性モーメント、そして高トルク性能を実現します。負荷変動の激し
い用途での使用にも最適で、信頼性の高い油圧モータです。
油圧ユニット「DU」は11kW 〜1,000kWの幅広いレンジの電動機を搭載可能です。油圧
ポンプは40〜750cm3までラインナップされています。また、コントロールシステム「スパイ
ダー」は様々な仕様に合わせて柔軟にパラメータを設定することが可能です。

■仕様

問い合わせ先／営業本部 産機油圧統括 ヘグランド営業部
TEL：03-5485-7147 URL：www.boschrexroth.co.jp

技術の挑戦者 次代を担う技術者へ
A5判180頁

定価：1,500円＋税

ベテランから若手エンジニアへの技術、そして精神の伝承が大きな問題となるなか、その道標となるよう、様々
な業種の39名の先輩技術者が自身の体験談を基に、これからの若手技術者に向けた熱きメッセージを送る。

日本工業出版㈱

フリーコール

0120-974-250 https://www.nikko-pb.co.jp/
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