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◆１か月目学習(Ｔ－１)◆

油圧。空気圧に必要な電気技術一---------------------－－－－－１章第１

、各種の電気機器－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－--------3
(1)押しボタンスイッチ３

(2)セレクトスイッチ３

(3)リミットスイッチ(マイクロスイッチ）４

(4)電磁継電器(電磁リレーまたはリレー）４

（５）電磁操作切換弁(ソレノイドバルブ・電磁弁）６

２．電気制御(シーケンス)回路の基礎知識－－－－－－－－－－－－－７

（１）電気制御回路の配線の方法７

（２）シーケンス基本回路(論理回路）７

ａ・ＮＯＴ(否定)回路８

ｂＯＲ(論理和)回路８

ｃ・ＡＮＤ(論理積)回路８

．自己保持(セルフホールド），

（３）自己保持回路と油圧・空気圧回路の関連１０

（４）インターロック回路１１

（５）電動機(モータ)の起動回路１２

（６）油圧ポンプ用モータによる主軸用モータのインターロック１３

３．サイクル線図とシーケンスチャート---------------------14

（１）サイクルタイム(cycletime）１４

（２）サイクル線図(作動線図）１４

ａ、加工サイクル線図１４

ｂ、その他のサイクル線図１）

（３）タイムチャート１６

（４）シーケンスチャート１７

４．シーケンス制御とプログラマブルコントローラー-----------------11

（１）自動化と制御方式１１

（２）プログラマブルコントローラの概要２０

（３）プログラマブルコントローラＰＣの穂成２１
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(4)プログラマブルコントローラのプログラミング方式２２
ａ、行程歩進型２２

ｂ，ラダーダイアグラム型２２

第２章．配管・継手類と油圧装置の実装----------------------－-2ブ

ル配管・継手類－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-－２７
（１）配管の概要２７

ａ,油圧の場合２７

ｂ，空気圧の場合２７

（２）配管用材料の種類２７

ａ，鋼管２７

ｂ、非鉄金属の管３０

（３）配管用継手類３０

ａ・パイプに用いられる継手３０

ｂ、チューブに用いられる継手３３

（４）ホース３６

ａ・ゴムホース３６

ｂ・ナイロンホース３６

ｃ，テフロンホース３６

．．ホースに用いられる継手金具３７

ｅ・ホース使用上の注意事項３７

（５）配管に関する注意事項３８

２．油圧ユニットと油圧装置の配管-----------------－－－－－－３９
（１）油圧ユニット(パワーユニット）３９

（２）油圧装置の配管例４０

（３）特殊な配管法４２

ａ・マニホールド４２

ｂ、クイックカップリング４３

３．油圧装置の基本回路---------------------------－－－－－－４４
（１）メータイン回路の配管法４４

（２）メータアウト回路の配管法４４

（３）実際の配管図に対応するJIS記号４，



（４）作動中における作動油の流れ４７

第３章自動化用周辺装置と測定用計器類一一-－－－－－－－－－－－－－－)１

１．油圧による自動化用周辺装置一一---------------------つ３
（１）油圧バイス刀

（２）旋盤の油圧チャックブイ

（３）加工ユニット(パワーユニット）”

ａ、クイル形ユニットｊ６

ｂ・スライドウェイ形ユニット,７

（４）インデックステーブル）８

ａ，回転操作方式羽

ｂ、直線操作方式,，

（５）周辺装置の専用工作機械への応用６０

ａ・インデックステーブルの応用６０

ｂ，トランスファマシンへの応用６１

ｃ・ダイアルマシンへの応用６１

２．測定用計器類------------------------－－－－－－－６２

（１）圧力計(pressuregauges）６２

ａ，ブルドン管圧力計６２

ｂ電気式圧力計６３

ｃ・マノメータ(manometer）の

（２）流量計Ｃ４

ａ・容積式流量計６４

ｈ淳子面積式流量計６４

ｃ・ピトー管６４

．．オリフィスの

ｅ、熱線式風速計の

（３）液面計の



◆２か月目学習(Ｔ－２)◆

第４章油圧による工作機械の自動化----------------------67

１.油圧による旋盤の自動化一一一-－－－－－－－－－－－－－－－－－－の
（１）旋盤の油圧による自動化の概要の

（２）加工物の形状７０

（３）刃物台の作動順序７１

（４）油圧制御回路７１

（５）作動線図７２

（６）タイムチヤート７３

（７）電気制御回路(シーケンス回路）７４

（８）油圧装置の性能７６

ａ・シリンダの推力(切削方向）７６

ｂ・シリンダの速度７６

ｃ・電動機の出力７７

２．油圧によるロータリインデックスマシンの自動化------------78

（１）ロータリインデックスマシンの概要７８

（２）加工物の形状と切削順序８０

（３）油圧シリンダの作動順序８１

（４）作動線図とタイムチヤート８３

（５）電気制御回路８４

第５章工作機械や産業機械等の油圧回路一一一一-－－－－－－－－－－－－－－８７

1．工作機械に用いられる油圧回路一-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－８１
（１）研削盤８９

．ａ・研削盤の油圧回路の特徴８９

ｂ、タリー運動を伴う自動往復運動回路８９

ｃ・平面研削盤の自動往復運動回路９０

．．平面研削盤の油圧回路の実体図９１

（２）油圧ﾌﾟレス９２

ａ・油圧プレスの特徴９２

ｂ，油圧回路と作動方法９３



2．産業機械の油圧回路一一一一一---------------－------,４
（１）射出成形機９４

ａ・射出成形機の概要９４

ｂスクリュ型射出成形機の油圧回路，,

ｃ・射出成形機の作動順序９６

（２）建設機械（トラクタショベル)の油圧回路９７

ａ・トラクタショベルのﾀﾄ観９７

ｂ・トラクタショベルの配管の特徴９７

°トラクタショベルの油圧回路と動作９８

３．車両に用いられる油圧機構－－－－－－－－－－－－－－－－－-－－－－９１

（１）油圧ブレーキ，,

（２）パワーステアリングＺＯＯ

（３）流体継手とトルクコンバータ１０１

（４）フォークリフトの油圧回路１０２

第６章油圧用特殊弁と産業用ロボット----------------------1の

１．サーボ機構一一-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-----107

（１）案内弁（油圧式サーボ弁）１０７

（２）サーボ弁、109

２．油圧用特殊機能弁一------------------------------－-111

（１）比例電磁弁１１１

（２）多機能弁１１２

（３）デジタル弁１１４

３．産業用ロボツトーーー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１>

（１）産業ロボットの概要11,

（２）ロボットの種類１１６

ａ,ロボットの形態１１６

ｂ・ロボットの作動範囲１１７

ｃ、ロボットの運動機能１１８

．，ロポツトハンドの動作１１８

ｅ、ロボットの操作機能１１９

（３）工業用ロボットの利用状況１１９



（４）産業用ロボットの応用例１２０

（５）産業用ロボット導入のメリット１２２

第７章作動油と油圧装置の保全一一一一一一一一一-－－－－－－－－１２３

１．作動油－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-12）
（１）作動油に必要な条件１２）

（２）作動油の性質12,

ａ・引火性１２ｺ

ｂ・比重Ｉ２６

ｃ、流動性１２６

．．粕度１２７

ｅ、圧縮性１２８

（３）作動油の種類Ｉ２９

ａ、石油系作動油Ｉ２１

ｂ，リン酸エステル系作動油ＢＩ

Ｃ・水十グライコール系作動油１３１

．．乳化系作動油１３１

（４）作動油の劣化の判定１３２

２，油圧装置の保全－－－－－-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１３３
（１）作動油の管理Ｉ３３

ａ・ごみの除去１３３

ｂ、気泡の除去Ｉ３３

ｑ作動油温１３４

．．作動油温上昇の原因と対策１３Ｊ

（２）各油圧機器の保守Ｚ３Ｊ

ａ、ポンプの故障原因と対策13,

ｂ各種機器の故障の原因とその対策１３６



◆３か月目学習(Ｔ－３)◆

第８章空気圧源および空気圧配管の実体と制御一一一-－－－－－－－－－１秒

１．空気圧源と空気圧配管－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４１
（１）空気庄源１４１

ａ、小型コンプレッサーＺ４１

ｂ、空気タンク１４２

ｃ・空気圧源の構成１４２

（２）圧力調整ユニット１４３

．（３）空気圧(特に空気タンク)に関する法規１４４
ａ，圧力容器安全規則１弾

ｈ高圧ガス取締法１４４

（４）ルブリケータの給油量と使用する油１４４

（５）空気圧装置の配管順序Ｉイブ

（６）空気圧装置のJIS記号１４６

（７）空気源と送気配管の施工要領１４７

２．空気圧配管の実体と制御－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４８
（１）ロータリ式手動操作切換弁を用いる場合１４８
（２）空気圧モデル装置ＩＪ０

ａ‘手動操作切換弁と空気圧操作切換弁を用いる場合ＤＯ

ｂ、手動操作切換弁と機械操作切換弁で空気圧操作切換弁を
操作する場合１，２

Ｑシングル(片)ソレノイド電磁操作切換弁を用いる場合１万

（３）ダブル(両)ソレノイド電磁操作切換弁を用いる場合１万
（４）ハイドロチェックシリンダを用いる場合、８

第９章空気圧アクチュエータの搬送装置・加エ機械への応用一一--－－１６１

１．空気圧シリンダの搬送設備への応用-------------------163
（１）コンベアラインへの応用１６３

（２）間欠送り機構への応用Ｉ６４

ａ・回転送り機構(インデックステーブル)への応用Ｉ６４
ｈ直線送り機構(トランスファ送り機構)への応用１の



（３）エスケープメント(部品の分離)機構への応用Ｉ６６

ａ・円筒状部品のエスケープメント１６６

ｂ・板材のエスケープメント１６６

２．空気圧アクチュエータのロボットへの応用-----------------168
（１）簡易空気圧ロボットの概要１６８

（２）市販の空気圧ロボット１の

（３）空気圧ロボットの応用部品Ｉ７０

ａ・真空発生装置と真空カップＩ７０

ｂ・空気圧(エア)ハンド１７１

ｃ、ショックアブソーバ１７２

．．中間停止位置決めシリンダ１７２

３．ハイドロチェックシリンダー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１７）
（１）卓上ポール盤の自動化１７）

ａ・改造の概要１万

ｂ・空気圧回路１万

ｃ・タイムチヤート１７６

．．電気制御回路１７６

（２）旋盤の自動化１７８

（３）フライス盤の自動化１７９

第10章フルイデイクス－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-181

１．フルイデイクスの概要-------------------~￣~~￣~－－－当－１８３

２。純流体素子の記号一一一-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１８）

３．流体素子の種類----------------------------－－１８７
（１）可動形素子１町

（２）純流体素子１８７

ａ、側壁付着形素子１８７

ｈ噴流偏向形素子Ｉ８９

ｃ、乱流形素子１８９

．．衝突形素子１１０

ｅ、渦流形素子１９１

４．フルイデイクスの周辺機器---------------------------192



（１）センサ(sensor)の種類と応用例１１２

ａ・リミットスイッチＩ９２

ｂ・背圧形センサＩ９２

ｃ・反射形センサ１９２

．．渦流形センサ１９３

ｅ，対向形センサ１１３

（２）表示器１，４

（３）インタフェイスバルブｚ9４

５．フルイデイクスの回路---------------------------－19,

第11章空気圧シリンダの作動状況と保守管理一一一-------------197

1．空気圧シリンダの作動状況----------------－－－－－－－１９９

（１）空気圧シリンダに作用する力１９９

（２）空気圧シリンダの作動線図１９９

（３）有効断面積２０１

ａ，有効断面積の測定法２０ｌ

ｂ・有効断面積の合成２０２

ｃ・有効断面積とＣ似値，Ｋひ値２０３

（４）シリンダの動作時間２０４

ａ・慣性が少ない場合２０４

ｂ・慣性が大きい場合２０４

２．空気圧装置の保守管理----------------------------206

（１）空気圧装置の設置場所２０６

（２）空気圧縮機２０６

（３）シリンダ２０７

ａ、シリンダ使用時の注意事項２０７

hシリング取付け時の注意事項２０９

ｃ、シリンダの保守・点検２０１

（４）圧力制御弁(レギュレータ）２０９

（５）速度制御弁(スピードコントロールバルブ）２１０
（６）方向制御弁(方向切換弁）２１０

（７）フィルタ２１１

(8)ルブリケータ(オイラ）２１１


