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まえがき
ニッタ 自動工具交換装置：Automatic Tool Changer(以下ＡＴＣとする)をご採用いただき、
ありがとうございます。
本説明書は、ATC の機構部を中心として、取扱上の諸注意、本システムの的確な実作業への応
用及び適切な保守点検をしていただくために、仕様の詳細説明、保守点検上の必要項目についてま
とめたものです。
従って導入ラインの計画をされる方、保守点検を担当される方、あるいは開梱、及び装置を実際に
使用される方々にも必ずご一読を願い、十分にＡＴＣについてご理解いただいたうえで取り扱って
いただくようお願いいたします。
本書は、製品をご使用になる方のお手元に確実に届きますよう、お取り計らいの程、宜しくお願
い申し上げます。
・本書からの無断転記を禁じます。
・本書記載の外観及び仕様は改良のために変更することがあります。
・作業に先立ち、本書をお読みいただきご理解ください。
・作業される方におきましては、十分な専門教育を受ける必要があるかを確認願います。
・基本的にお客様における作業により破損、事故が発生した場合、当社は責任を負いかねます
ことを予めご了承願います。
お願い
本書の利用は、ニッタ株式会社（以下当社とする）のお客様に限られています。
本書に記載されている技術情報及び図面類の独占所有権は当社にあり、当社の文書による事前の承
認なしに第三者に公開しないでください。
また本書の内容は通告なしに変更されることがありますのでご了承ください。仕様変更などによ
り、図･写真等が一部実物と異なる場合があります。
製品保証
・保証期間
本機を納入した日より起算して 1 ヶ年、もしくは稼働時間が 3000HR のいずれか早い時期と
します。
・保証内容
保証期間中に本機を構成する純正部品に材料または製造上の欠陥が現れた場合は無償にて修理サ
ービスを実施します。
・保証適用除外
保証期間中でも次のような場合には適用を除外するものとします。
①使用者の過失のために起きた故障及び事故
②消耗部品
③天災、事故、火災、盗難及び不正使用等の事由で生じた故障及び事故
④本書及び保守要領書記載の保守・点検が実施されていないことに起因する故障及び事故
⑤当社以外による修理、調整、改造に起因する故障及び事故
⑥中古流用部品の使用の事由で生じた故障及び事故
尚、システム故障等によるライン停止等の二次損害及びこれに起因する全ての損害も保証の対
象外とさせていただきます。
開梱時の確認
当社では、出荷時に間違いのないよう十分心掛けておりますが、念のため開梱時に下記の項目に
つきご確認ください。不都合な点がありました場合は、本書表紙記載の各営業所までご連絡くださ
い。
・取付ボルトが入っていることをお確かめください。（納入仕様書参照）
・予備品をお確かめください。（別途打ち合わせによります。）
・標準仕様外オプション類の詳細は当社へお問い合わせください。
I

安全に関する事項
安全に正しくお使いいただくために
a)本書での「危険」「警告」「注意」に関して
この「安全に正しくお使いいただくために」は当社製品を正しくお使いいただくための注意事項で、人
体への危害や財産などへの損害を未然に防止するためのものです。これらの注意事項は、取扱いを誤っ
た場合に発生する危害や損害の大きさにより、
「危険」「警告」「注意」の３段階に区分しています。

本書での表示
取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定さ
れ、かつ、危険発生時の警告の緊急性が高い限定的な場合。
取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定さ
れる場合。
取扱いを誤った場合に、軽傷を負うかまたは物理的損害のみが発生する危険な状
態が生じることが想定される場合。
使用例等を表示しています
注意に至らない、特記事項を示しています。
尚、注意に記載した事項でも状況によっては重大な事故になりかねません。いずれも重要な内容を記載
していますので必ずお守りください
① お客様の故意または過失、当社製品以外の不具合(ソフトウエアなどの誤動作を
含む)が起因となる事故・天災などに生じた損害に対して、当社は一切責任を負
いません。
② 当カタログ(取扱説明書を含む)で説明された、あるいは、規定している使用方
法以外で生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
③ 当社にお問い合わせいただいた内容によって生じた不具合であっても、当社の
責任である明確な記録が無い場合は、当社は一切責任を負いません。
④ 当社製品を使用、または、使用不能によって発生した付随的な損害(事業利益の
損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
b)はじめに
ＡＴＣは単体で作業できるものでなく、ロボットおよび、専用機に取り付けて初めて作業可能になりま
す。安全性を考える場合、ＡＴＣ単体のみならず、ロボットシステム、専用機システム全体として考慮
していただく必要があります。
ＡＴＣのご使用にあたっては、中心となるロボット、専用機についての安全
指示を厳守いただきますようお願い申し上げます。ロボット安全柵内での作
業を行う場合は、柵内に入ると同時に５０Ｖを越える電力が遮断されるよ
う、安全システム設計を考慮ください。
c)一般注意事項について
ＡＴＣについてのロボット安全柵内で取付、プログラミング作業、保守点検
業務に従事いただく皆様は、ロボットの専門知識を習得（専門教育受講者）
いただく必要があります。加えて、安全柵内、外を問わず、ＡＴＣについて
分解、組立作業に従事される方は、本書及び取付ガイドを参照してください。

II

また、安全柵内で作業を行う場合は、ヘルメット、安全靴、保護具などの安
全器具を身につけて作業内容に適した作業服を着用ください。ATC の内部
分解作業では、部品の飛び出し保護のため、保護めがねの着用をお願いしま
す。
本機器は以下のような状況で使用しないでください。
作業者に傷害を及ぼす恐れがあります。
－引火性（揮発性が高く引火する物質）のある環境
－爆発性雰囲気（可燃性ガス、化学薬品の飛散等）の環境
－水中または水滴下や高湿度環境
（リモートセンサ部は IP67 対応）
－腐食性雰囲気の環境
－多量の放射線が存在する環境
上記環境下で使用した際，当社では責任を負いかねます。
また、粉塵・キリ粉・切削油等が飛散する環境下では動作不良が
発生する可能性があります。
d)取付時の注意
ＡＴＣの取付作業では可能な限り、ロボット安全柵外まで対商品を取り外し
て、確実に設置できる場所で作業を実施してください。

取付作業などを安全柵内で作業する場合，ＡＴＣにかかる５０Ｖを超える電
力を確実に遮断したのち、ロボットが確実に停止していることを確認した
後，柵内に入ってください。
取付作業に入る前に以下の注意点を必ず実行してください。
(a)作業をおこなう際は全ての溶接電源，制御電源，動力電源を切って
あること。
(b)作業をおこなう際は全ての油空圧源が止めてあること。
(c)作業をおこなう際は全ての油空圧回路の残圧が抜いてあること。
(d)コネクタ、ケーブルの一部は仕様により熱を発生しますので注意して
ください。
取付作業中に，作業者に無断で電源，油空圧源が投入されると，
極めて危険な状態が起こる可能性があります。このようなことを絶対に
起こさないシステムを設けて，安全に作業ができるようにしてください。
取付部品は、必ず当社指定のものをご使用ください。また、部品を交換した
場合などは元の場所に正確に取り付けた後、必ず所定の方法に従って点検を
実施してください。

III

定格負荷（モーメント・トルク）が製品の定格値を超えないようにしてくだ
さい。製品の機能や寿命に影響を及ぼすだけでなく、思わぬ事故を引き起こ
す可能性があります。
信号ピンに対する電力負荷が、定格電圧・許容電流を超えないようにしてく
ださい。製品の機能や寿命に影響を及ぼすだけでなく、思わぬ事故を引き起
こす可能性があります。
ATC 給気・着脱ポートには、定格範囲内の圧力になるよう、水や空気を供
給してください。製品の機能や寿命に影響を及ぼすだけでなく、思わぬ事故
を引き起こす可能性があります。
・ロボットアダプタを取り付ける際は、ロボットの取付面が水平よりも上面
を向くようにしてください。
ロボットアダプタ取付が比較的安全に実施しやすくなります。
・ツールアダプタを取り付ける際は、ツールをツール置き台に載せた状態で
実施してください。ツールアダプタ取付が比較的安全に実施しやすく
なります。
分離状態にて、着脱ポートへのエア供給を切り替え、連結用カムの動きが正
しいかを確認してください。確認できないまま自動運転をすると、ツールを
落下させ、機器破損や思わぬ事故を引き起こす可能性があります。
手動作業にて、着脱ポートのエア供給を切り替える際は、ツールを置き台に
載せた状態で実施してください。誤作動や誤配管により、ツールを落下させ、
機器破損や思わぬ事故を引き起こす可能性があります。
ケーブルやチューブがロボット動作時に引っ掛からないように取り回しを
施工してください。
ATC が破損する可能性があります。

IV

e）ティーチング時の注意
ツールを分離した状態で ATC から出力されるインターロック信号が正しく
出力されているかを確認してください。確認できないまま自動運転をする
と、ツールを落下させ、機器破損や思わぬ事故を引き起こす可能性がありま
す。
連結・分離する際は、置き台上にロボット・ツールアダプタの接続面が平行
な状態のまま下図のように隙間を約１ｍｍ開けて、連結・分離のエア供給を
切り替えてください。
上記を守らない場合、こじりによりインターフェースや ATC の破損のみな
らず、ツール落下により、思わぬ事故を引き起こす可能性があります。

1mm

1mm

強制分離

連結面に 1mm 隙間がある
状態でツールを引き上げる

チャック時（連結）

アンチャック時（分離）

f)長期停止、運搬時などの注意
フェールセーフ機構は、落下防止の為の機能です。エア圧が低下した状態
で使用を継続しないでください。ロボット・ツールアダプタの接触面の開
きが著しくなり、思わぬ事故を引き起こす可能性があります。
また、フェールセーフ機構だけで長期間ツールを連結させたまま保持した
場合、振動などによりロボット・ツールアダプタの接触面の開きが著しく
なり、落下などの思わぬ事故を引き起こす可能性があります。
やむを得ずツールを連結状態で長期間エア供給を停止する場合などは、ロ
ープ等の手段で落下防止措置を講じてください。

V

１. 構

成

本システムは、ATC とそれに追加されるリモートセンサ ASSY もしくは、電気ブロック ASSY にて構成
されます。
リモートセンサ仕様：リモートセンサ ASSY（非接触通信）
信号ピン仕様：電気ブロック ASSY（スプリングコンタクトを用いた接触式電気接点）

ロボットアダプタ＋取付ボルト＋位置決めピン

リモートセンサ仕様
or
信号ピン仕様
ツールアダプタ

図 1．システム図
リモートセンサ仕様
or
信号ピン仕様

※オプション：ロボットアダプタプレート、ツールアダプタプレート

図１．構成図
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２. 標準仕様書
２-１．仕様一覧（環境）
○使用条件
周囲温度
周囲湿度
周囲雰囲気
高度

０～６０℃（ただし、凍結しないこと）
９５％ＲＨ以下（ただし、結露しないこと）
腐食性ガスのないこと
１０００m 以下
１０～５００(Hz) 加速度５０(m/s2) １１０分
（ＩＥＣ６００６８－２－６準拠）

耐振動
○輸送条件
周囲温度
周囲湿度

－２５～６０℃（瞬時最大７０℃）
９５％ＲＨ以下（ただし、結露しないこと）

２-２．仕様一覧（アダプタ）
２-２-１．ATC 仕様
ロボットアダプタ
型

式

SCR0４-6JN00（リモートセンサ NPN 仕様）
SCT04-6JC00
（リモートセンサ NPN,PNP 共通仕様）
5～10 ｋｇ以下
４０．６ Ｎｍ
３４．３ Ｎｍ
０.３９～０.８５ ＭＰａ
±０．０１0 ｍｍ
4 点＋1 点（インゾーン）
直流 3 線式センサ（最大 4 点）
15 芯または、25 芯
2.5A
５０または６０ ＨＺ
Ｍ5：6 ポート（チェック付）
０.８５ＭＰａ
2.26ｍｍ2/ポート
１５１ ｇ
８８ ｇ
下図参照
下図参照

ツールアダプタ

可搬質量
許容モーメント
負荷重量
許容トルク
動作圧力
位置再現精度
リモート 出力信号数
センサ
対応センサ
電
接点数
気
信号ピン
電気容量
インターフェース
定格周波数
ポート数
空
許容圧力
気
有効断面積
ロボットアダプタ
質量
ツールアダプタ
ロボットアダプタ
機械寸法
ツールアダプタ

ロボットアダプタ

ツールアダプタ

（詳細は図面参照のこと）
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３. ロボット 及び ツールへの取付方法
３-１．取付準備
《梱包内容物》

ロボットアダプタ＋取付ボルト＋位置決めピン

リモートセンサ仕様
or
信号ピン仕様

ＡＴＣ取付ガイド
（製品に添付）

ツールアダプタ

リモートセンサ仕様
or
信号ピン仕様
※オプション：ロボットアダプタプレート、ツールアダプタプレート

図２．梱包内容

●お客様ご自身でご用意いただくもの
推奨品：ニッタ継手
ストレート継手
AC6-M5A-M
エルボー継手
AL6-M5-M
φ9.8

六角レンチ

トルクレンチ

スパナ

ねじ緩み止め
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シールテープ

継手二面幅部外径φ9.8 以下
をご使用下さい。

ＡＴＣのご使用にあたっては、中心となるロボット、専用機についての安
全指示を厳守いただきますようお願い申し上げます。ロボット安全柵内で
の作業を行う場合は、柵内に入ると同時に５０Ｖを越える電力が遮断され
るよう、安全システム設計を考慮ください。
安全柵内で作業を行う場合は、ヘルメット、安全靴、保護具などの安全器
具を身につけて作業内容に適した作業服を着用ください。
ＡＴＣについてのロボット安全柵内で取付、プログラミング作業、保守点
検業務に従事いただく皆様は、ロボットの専門知識を習得（専門教育受講
者）いただく必要があります。加えて、安全柵内、外を問わず、ＡＴＣに
ついて分解、組立作業に従事される方は、本書及び取付ガイドを参照して
ください。

３-２．ロボットアダプタ及びツールアダプタの取付
３-２-１．取付概要
① ロボットアダプタプレートをロボットフランジに取り付けします。取付ボルトは、お客様にてご用意ください。
お客様のご使用するロボットにより、ロボットアダプタプレートの形状が異なります。
当社にて各種ロボットに対応したアダプタプレートを用意しており表 1.に記します。
②
ロボットアダプタプレートにロボットアダプタを添付している M6×25 (4 本)
（推奨締め付けトルク：8N・m)で取り付けてください。
③ C：チャックポート、U：アンチャックポート及びお客様ご使用のポートに継手を取り付けてください。
当社で用意している継手を表２.に記します。
④ ツールアダプタプレートをツールに取り付けてください。取付ボルトはお客様にてご用意ください。
お客様のご使用するツールにより、ツールアダプタプレートの形状が異なります。
⑤ ツールアダプタプレートにツールアダプタを取り付けてください。
お客様のご使用するツールにより取付ボルトが異なります。
M4（6 本）
（推奨締め付けトルク：2.5N・m）または、M6（4 本）
（推奨締め付けトルク：8N・m）
どちらかをご使用ください。尚、取付ボルトはお客様にてご用意ください。
当社にて各種ロボットに対応したアダプタプレートを用意しており表 1.に記します。
※お客様でアダプタプレートをご用意する場合は、ツールアダプタプレートの中心部に穴を設けないでください。
ピストンボルトでツール中心部を押し出し、ツールアダプタを強制的に分離します。
ティーチングの際、置き台から約 1mm 離れた位置でアンチャックポートにエアを供給してください。
（4-2.ティーチング時に確認すること を参照）
⑥ ツール側もロボット側同様、お客様ご使用のポートに継手を取り付けてください。
③⑥継手は、お客様がご使用する所定のポートに取付、
チューブをしっかり、差し込んで下さい。
④⑤ツールアダプタへの取付は、
お客様のご使用するツールにより異なります。
M4 6 本（推奨締め付けトルク：2.5N・m）
または、
M6 4 本（推奨締め付けトルク：8N・m)
①ロボットアダプタプレートは、
お客様のご使用するロボットにより異なります。
また取付ボルトは、お客様でご用意願います。
②取付ボルト：M6×25(SUS） 4 本 （推奨締め付けトルク：8Nm）
※ボルトにはねじ緩み止め剤（低強度）を塗布して使用してください。

アンチャック時、強制分離を行なうため
ツールアダプタプレートまたはツールの中心部に穴を設けないでください。

図３．ロボットアダプタ及びツールアダプタ取付
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表１．各種ロボット対応用アダプタプレート一覧
品番
ロボット側

SCPR10-A01

ツール側

SCPT10-A01

ロボット側

SCPR10-A02

ツール側

SCPT10-A02

ロボット側

FAX-00D-00

ツール側

SCPT16-A00

ロボット側

SCPR10-A04

ツール側

SCPT10-A04

対応ロボット（50 音順）
川崎重工業株式会社：RC005L
株式会社デンソー：VS-068
ファナック株式会社：CR-7i、LRMate200iD
三菱電機株式会社：RV-7FR
川崎重工業株式会社：RS010L

株式会社不二越：MZ07

安川電機株式会社：MOTOMAN-GP7、MOTOMAN-GP8
※川崎重工業株式会社：RS006L アダプタプレートは不要ですが、インロー調整用リングが必要
●お客様ご使用のロボットが上記一覧に無き場合は、当社まで問合せを頂くようお願い致します。
貴社にてロボット及びツールアダプタプレートを製作（加工）する場合、
取付に必要な座グリ穴を加工する時に取付ネジの頭部が各アダプタプレー
トの取付面よりはみ出さないように座グリ深さを確保してください。
ツール側から雄ネジを使ってツールをツールアダプタに取り付ける場合
は、
その雄ネジの先端がツールアダプタプレートよりはみ出さないように
ボルト長さを調整してください。
・ロボットアダプタのノックピンは取付フランジ仕様に応じて選定してく
ださい。（φ6×10 及びφ6/φ4×10 段付が製品に添付されています。
）
・ツールアダプタのノックピン（φ6×10）は出荷時に取付済です。
取付ボルトは必ずメック処理のボルト又はねじ緩み止め剤（低強度）をご
使用いただきボルトを締め付けてください。
規定トルク以上でボルトを締め付けた場合、ATC やねじ山が破損する可能
性が
あります。また、規定トルク以下でボルトを締め付けた場合及びねじ緩み
止め剤を
使用しない場合、ボルトが緩み、ATC 脱落等により事故及び破損の可能性
があります。

5

取付作業は ATC の落下を防
ぐためにロボットフランジ
面を上向きにして胸の高さ
に合わせて行ってください。

各ボルトを番号順に複数回にわけて締付け、
各ボルトに均一な力がかかるようにして
ください。
例：①→②→③→……のように対角で
締めていく。

④

①
③
図 ４．ボルトの締付順序及び注意事項

②

表２．推奨継手
表２．推奨チューブ接続用継手

３-３．着脱ポートへの接続
電磁弁からの配管を着脱機構の“ＣＨＵＣＫ”ポート及び“ＵＮＣＨＵＣＫ”ポートに配管します。
必ず常時加圧ライン(電磁弁に通電していない状態)を“ＣＨＵＣＫ” ポートに配管し、電源が落ちた時でも
着脱機構が連結状態を保持出来るようにしてください。
必ず各電源、エア、水、油圧等を OFF にして作業を開始してください。
●チャック（CH）・アンチャック（UN）の配管時チューブを差し間違え
ないでください。
ツールを落下させる恐れがあります。
●マーカー等でチャック（CH）のチューブ、アンチャック（UN）のチュ
ーブを
明示してください。
●チューブ類は抜けないように奥まで確実に
差し込んでください。
●エアの手動切り替えは、不用意に行わない
でください。

着脱をしない（連結状態でのみ使用）場合も“ＵＮＣＨＵＣＫ”ポートは
開放し止め栓をしないでください。また、
“ＣＨＵＣＫ”ポートには、必ず
加圧してご使用ください。落下の可能性があります。
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ＡＴＣ駆動用エア配管について
ＡＴＣは、想定外にチャック側エアの圧力低下が発生した場合でも、ツー
ル側が落下しないようなフェールセーフ機構となっていますが、ＡＴＣ駆
動用エア配管は、万一バルブが電気的にＯＦＦしても“アンチャック”側
にエアが流れないような電磁弁の選定及び配管、回路をお願いします。
・3 位置クローズドセンタ形の電磁弁のご使用はおやめください。電源 OFF
の状態ではチャック状態を維持できず、落下の可能性があります。
・他機器との排気ポートの共用はおやめください。背圧の回り込みにより、
チャック状態を維持できず、落下の可能性があります。
・“ＣＨＵＣＫ”ポートへのエアを分岐して、他機器への使用をおやめくだ
さい。圧力低下により、チャック状態を維持できず、落下の可能性があり
ます。
着脱ポートに接続されたチューブがロボット動作中に折れ曲がらないよう
に取り付けてください。落下の可能性があります。
・チューブの折れ
・チューブのねじれ
・結束バンド等でチューブを締め過ぎ

着脱ポートの加圧切替に使用する電磁弁の
排気ポートに、止め栓をしないで下さい。
落下の可能性があります。

排気ポート
止め栓不可

P ポート

着脱ポートの加圧切替に使用する電磁弁は、ダブルソレノイド式を選定願
います。
ノイズによる誤作動の影響が受けにくくなります。
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３-４．ケーブル、チューブ類の固定方法について
ロボット側ケーブルは、ケーブルとチューブ等（ケーブル類）をスパイラ
ルチューブや
結束バンド等を利用してロボットアダプタのコネクタ部周辺で確実に固定
してください。また、ロボットの手首軸回転時にケーブル・チューブ等に
無理な力が掛からないことを確認してください。ケーブル・チューブ等に
過大な力が加わると、接続部のコネクタ等が破損あるいはケーブル断線が
生じることがあります。

ケーブル・チューブを固定

図５．ケーブル・チューブ類の固定

４. 運転操作
４-１．ティーチング前（ロボット稼動前）に確認すること
ケーブル、チューブ類（以下ケーブル類）をブラケット等に固定し、切断、
破損が無いように取り回しを確認してください。また、ロボット動作時に
周辺機器やワーク等に干渉しないようにケーブル類を固定されているかを
確認してください。※図 5 参照
斜線部の箇所にグリスが塗布されている
ことを確認してください。
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１）アンチャックチューブの折れ、
・チューブの折れ
ねじれや結束バンドの締め過ぎで
・チューブのねじれ
エアが遮断されないようにしてください。 ・結束バンド等で
エアが遮断されるとカムが正常に
チューブを締め
動作できず、ツール側が落下する恐れが
過ぎ
あります。
２）連結時にアンチャックポートのエアが
排気されていることを確認してください。
（残圧無きこと）
残圧により、カムが正常に動作できず、
ツール側が落下する恐れがあります。

排気ポート
止め栓不可

P ポート

ツールを連結しロボットを動作する際は、必ずチャックポートにエアを
供給してください。

４-２．ティーチング時に確認すること

アライメント
マークを
合わせる

1mm

平行を
維持する

1mm

ATC 着脱動作中にはロボットアダプタとツールアダプタの両方のアライメントマークを合わせ、両方の連結面
が平行であることが必要です。
平行度が維持できないと正確な連結ができないことやスムーズな分離ができないことがあります。
又、電気接点、給気ポートの早期破損の可能性があります。
チャック時は、連結面同士の隙間を約１ｍｍ開け、平行を保った状態でチャックポートにエアを供給して連結して
ください。
強制分離

連結面に 1mm 隙間がある
状態でツールを引き上げる

着脱アプローチ（連結）時

チャック時

動作（連結）時

アンチャック時

ツールアダプタが置き台の定位置にない時には、不用意にロボットアダプ
タを切り離さないでください。
定位置にない時にツールアダプタを切り離すと ATC 自体や周辺機器の損
傷のみならず作業者にも怪我の危険がある場合があります。
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５. 安全にご使用して頂くために
５-１．負荷許容値と取付上の注意
AＴＣの基本仕様中の許容負荷・許容モーメント及び許容トルクは、ロボッ
ト等に取り付けた時に発生する動的なものを示しています。ロボット等に
よる加減速時の加速度及びイナーシャを考慮に入れた上で、通常運転時の
最大負荷がこの値を超えないようにしてください。図６に定格荷重、定格
モーメント、定格トルクの意味を示します。
可搬重量

Ｗ＝98.1Ｎ（10kg）

偏芯距離

Ｌ＝ (lm

2

+ lt 2 )

許容曲モーメント Ｍ＝Ｌ×Ｗ×ＧＲ(＊)＝０.２75×98.1×１.５≦40.6Ｎ･ｍ{414Kgf･㎝}
許容ねじりトルク Ｔ＝ｌｔ×Ｗ×ＧＲ(＊)＝０.２33×98.1×１.５≦34.3Ｎ･ｍ{350Kgf･㎝}
（注記）ＧＲ(＊)はロボットの自動運転時に発生する定常加減速時の加速度です。詳しい数値については、ロボットの性能をメー
カーに確認の上ご検討ください。
（目安として、１.５～２.０Ｇで概略ご検討ください。）

図６．定格負荷の定義一例
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ＧＲ＝1.5 の場合

５-２．運転及びプログラミング
５-２-１．外部インターロック信号の設定
本項では、 ATC をご使用時における外部インターロック信号の簡単な例を示します。
ATC は外部インターロック信号の設定を行っていないと誤操作・誤動作に
より、安全が確保されずツールを落下させる可能性があります。
よって、ツール在席信号（※1）及びエア圧力確認信号（※２）等のインタ
ーロックの設定を行ってください。インターロック信号が PLC などの上位
の制御機器に入力されていることを確認してください。
※1 ツール在席信号：ツールが置き台上に存在している状態を示す信号
すべてのツールが置き台上に存在する時のみ
アンチャック動作を可能とする。
※2 エア圧力確認信号：エアの元圧力が正常であることを検知する信号
動作圧力：０.３９～０.８５MPa

NO.1

NO.2

エア圧検知器

① ツール在席の確認
② 各ツール NO.識別の確認

③ATC 駆動用エア圧力確認

図７．インターロックの例
●上記イラストはインターロックの一例です。お客様の設備に応じて安全なインターロックを
ご設計ください。
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５-２-２．ＡＴＣの基本的なフロー
表 3 のフローを参照頂き、ロボットのインターロックをとってください。
表 3．ＡＴＣの基本的なフロー
ロボット出力信号
制御用電磁弁
ロボット動作
ロボット待機位置

外部入力
フィクスチャＬＳ

アンチャック

ツール側在席

ＯＦＦ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

ＯＮ

ＯＦＦ

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

ＯＦＦ

↓

↓

↓

↓

↓

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＮ

↓

↓

↓

↓

↓

↓

OＮ

↓

ＯＦＦ

ＯＮ

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

連

結

分

離

ロボット移動
↓
連結位置近傍
↓
ロボット移動
↓
連結位置
↓
チャック
↓
連結完了
↓
ロボット移動
↓
ロボット作業
ロボット作業
↓
ロボット移動
↓
分離位置
↓
アンチャック
↓
ロボット移動
↓
分離位置近傍
↓
ロボット移動
↓
ロボット待機位置

駆動エア圧力

チャック

（

は工程歩進条件を示す。）

着脱用電磁弁は連続信号を推奨します。ワンショット信号はお止めくださ
い。ワンショット信号の場合はノイズ等による誤動作の為に連結状態を維
持できず落下する可能性があります。
ユーザー給気ポートを負圧でご使用の場合は、ＡＴＣの着脱時には必ずユ
ーザー給気ポートの負圧破壊を行ない分離してください。
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５-２-３．ＡＴＣ周辺におけるインターロック
ＡＴＣをご使用するにあたり安全かつ円滑な作業を行うために、下記信号を設置することをおすすめいたし
ます。
1) ＡＴＣ駆動用エアの圧力低下検出信号
ＡＴＣ駆動用エア圧が、何らかの理由で低下した場合をロボットに知らせる信号で、この信号のＯＦＦに
よりロボット操作を中断させます。
2) ツール側在席信号
ＡＴＣツール側(マテハン等)が、置き台にのっていることを検出する信号です。全てのＡＴＣツール側が
置き台上にあることを確認の上で、アンチャック用のバルブＯＮ出力したり、置き台に確実にＡＴＣが置
かれたことを確認し、ロボットを次のステップに進める為のインターロック信号です。不測の事態による
ツールの落下を防ぎます。
ツール在席信号はＡＴＣを安全に分離できる状態であることを検知するた
めに非常に重要なインターロック信号です。
ツール在席信号をインターロック信号として使用しないと、手動操作中な
どに誤ってツールを落下させて思わぬ事故につながる可能性があります。
3) ツールＮｏ確認信号
ＡＴＣが、連結したツールと実行中のプログラムＮｏとの照合を行うもので、複数台のロボットが同一の
置き台からツールを連結する場合等に使用します。

５-３．保守点検
安全にかつ長くお使い頂くために、日常点検を行なって頂くことをお勧めします。
的確な作業点検は、機構部を長持ちさせるだけでなく、故障防止及び安全性確保のうえからも必要不可欠なこ
とですので、始業前等に日常で行なって頂くことをお勧めします。
５-３-１．日常点検項目
日常点検の項目箇所及び異常時の処置方法を表 4 に記します。

期間
日常点検

表 4．ロボットアダプタ・ツールアダプタ日常点検項目一覧
項
目
点検方法
異常時の処置
信号ピン部に異物がないか、ピンの高さが一様に
電気ブロック ASSY
目視
なっていること
交換（表 5 参照）
O リング
連結時にエア漏れがないこと
触覚
交換（表 5 参照）
リモートセンサ ASSY
リモートセンサ ASSY または電気ブロック ASSY
もしくは
目視
のケーブルに摩耗がないこと
電気ブロック ASSY
交換（表 5 参照）
チューブに折れや摩耗がないこと
連結時合せ面にギャップがないこと
(ガタの有無の確認)
ロボット･ツール両アダプタの合せ面に異物の付着
がないこと
ATC の取付ボルトの緩みがないこと
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目視

チューブ交換

目視

ATC 交換

目視

ATC 交換

触覚

ボルト増し締め
またはボルト交換

５-３-２．保守 交換用部品（販売部品）
表 5．保守・交換用部品

外観

品番

名称

SCAR-00R-00
SCAT-00R-00
(PNP と NPN 共通）

リモートセンサ ASSY
(NPN 仕様）

SCAR-00R-01
SCAT-00R-00
(PNP と NPN 共通）

リモートセンサ ASSY
(PNP 仕様）

SCAR-015-00
電気ブロック ASSY（信号ピン仕様）
15 芯 半田端子
SCAT-015-00

SCAR-015-01
電気ブロック ASSY（信号ピン仕様）
15 芯 ケーブル付 (1m)
SCAT-015-01

SCAR-025-00
電気ブロック ASSY（信号ピン仕様）
25 芯 半田端子
SCAT-025-00

SCAR-025-01
電気ブロック ASSY（信号ピン仕様）
25 芯 ケーブル付(1m)
SCAT-025-01

外観

品番

名称

GORI004-50

O リング(P4：NBR
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硬度 50）

リモートセンサ ASSY の取付（例：ロボット側）
① GSSH03008S：六角穴付きボルト M3×8 SUS
ねじ緩み止め剤（低強度塗布）
締め付けトルク：1N・m
② GSSH03012S：六角穴付きボルト M3×12 SUS
ねじ緩み止め剤（低強度塗布）
締め付けトルク：0.6N・m

電気ブロック ASSY の取付（例：ロボット側信号ピン仕様）
① GSSH03008S：六角穴付きボルト M3×8 SUS
ねじ緩み止め剤（低強度塗布）
締め付けトルク：1N・m
② GSSH03012S：六角穴付きボルト M3×12 SUS
ねじ緩み止め剤（低強度塗布）
締め付けトルク：0.6N・m
③ GSPG03008S：十字穴付き皿小ねじ M3×8 SUS
ねじ緩み止め剤（低強度塗布）
締め付けトルク：0.08N・m
※詳細は、各種図面をホームページからダウンロードしてご参照下さい。
規定トルク以上でボルトを締め付けた場合、ＡＴＣ側のねじ山や保守・交換部品
が破損する可能性があります。
また、規定トルク以下でボルトを締め付けた場合及びねじ緩み止め剤を使用しな
い場合、ボルトが緩み、保守・交換部品が脱落する可能性があります。
５-３-３．ATC の給脂
使用グリスは耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた鉱物油系リチウム複合グリス、もしくはリチウムグリスを
ご使用いただき、外部摺動部に薄く一様に塗布必要です。
（斜線部：塗布箇所）
新品の場合、既に塗布されていますので、念のため塗布されていることを確認してください。
塗布箇所は図８に示します。(当社推奨グリス：スミプレックス BN №1(住鉱潤滑剤))
モリブテン系グリスは使用しないでください。
また、当社使用のグリスが鉱物油系リチウム複合グリスの為、
同系グリスをご使用願います。グリス NLGI 粘度
（JIS ちょう度番号）は№1～2 を推奨します。

図８．給脂箇所
長期においてグリス塗布をしない場合、各部のこじりや早期磨耗が発生します。
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５-４．緊急時の対処方法
５-４-１．干渉・衝突時の処置
ロボットあるいは、ロボットに取付治具(ツール等)がワークなどに干
渉・衝突した場合は、表 6 に示しました点検・処置を必ず行ってくだ
さい。
尚、干渉・衝突時には非常に大きな力がＡＴＣに作用するため、以下の
項目で異常がなかった場合でも寿命を低下させる要因が発生している可
能性がありますので、定期点検を早めるなどの処置をとってください。

点

検

項

表 6．干渉・衝突時の処置
点 検 方 法

目

異常時の処置

１ クラック発生の有無

目視

ATC 交換

２ ハウジングの変形

目視

ATC 交換

３ ボルトのゆるみ

六角レンチによるゆるみ確認

取付ボルト交換

４ カム連結分離動作

手動にてバルブ ON/OFF を行い、
カム動作を目視

ATC 交換

目視
５

連結面のギャップの
発生有無の確認

６

回転方向のガタの
発生有無の確認

目視

カム面、ロックリングの破損
ピボットピンの折損
合せ面変形
チェックポートの破損

ATC 交換

テーパーピンの折損
ブッシュの破損
六角レンチによるボルトのゆるみ確認

ATC 交換または
取付ボルト交換

リモートセンサ及び
目視及びＩ／Ｏ盤での
７ 電気信号ピン、
信号チェック
ケーブルまわりの破損確認

ATC 交換または
ASSY 交換

５-４-２．被水時の処置
被水した場合には直ちに使用を停止し、製品内部への水分の浸入が無いか
をご確認願います。内蔵の電装部品に水が混入されたまま使用するとショ
ートにより信号出力不良等の恐れがあります。又、グリスが水により流さ
れると、摺動部品の摩耗が促進され、連結異常やシール異常等の恐れがあ
ります。被水した場合は、表 7 に示しました点検･処置を行ってください。

点

検

項

目

表 7．被水時の処置
点 検 方 法

処

置

Ｉ／Ｏユニット側で短絡の有無を
確認してください。
目視にて水のたまった箇所の有無を
確認してください。

乾いた布で拭き取ってください
(※エアガン等で吹き飛ばすと水
が機器内に浸入する可能性があり
ます。ご使用はお控えください)

目視にて点検

グリスを塗布してください

３ Ｏリング

目視にて点検

グリスを塗布してください

４ その他被水した場所

全ての箇所に水が溜まっていないか 塗装していない金属は、
グリスを塗布する
点検し、乾いた布で拭き取る

電気接点
１
（信号ピン仕様）

２

カム、ロックリング及び
テーパーピン

５-５．搬送時の注意事項
エアを供給しないまま連結した状態で運搬する際は、ロープ等を用いてツール側が
落下しないようにしてください。
16

６. トラブルシューティング
【取付時】
症状
ロボットに
取り付け
できない

推定原因

対処

ロボットの
取付穴と
合わない

ロボットを確認してから、取説にプレートの型番を確認して
ください。

連結部品が
破損している

ATC を交換してください。
詳しくは、取説【3-2.ロボットアダプタ及びツールアダプタの取付】を
参照してください。
エア元圧を確認してください。
詳しくは、取説【3-3.着脱ポートへの接続】を参照してください。

カムが
動作しない
着脱用エアが
供給されてい
ない

電磁弁の動作を確認してください。
チューブの接続を確認してください。
（抜け、ねじり、折れ、破れ）→チューブ交換
詳しくは、取説【3-3.着脱ポートへの接続】,
【3-4.ケーブル,チューブの類の固定方法について】を参照してください。

【ティーチング中、稼動中】
症状

連結面に
隙間がある

推定原因

対処

エアが供給され
ていない。
(エア元圧低下)

エア元圧確認、チューブ折れ確認してください。
詳しくは、取説【3-3.着脱ポートへの接続】,
【3-4.ケーブル,チューブの類の固定方法について】を参照してください。

連結面に異物が
ある。

異物を除去してください。

連結面間距離が ティーチング修正を行なってください。
適切で無い。(隙 詳しくは、取説【4-2.ティーチング時に確認すること】を参照して
間が大きい等)
ください。

強制分離機能が
有効でない

ツールアダプタ取付面の中心部に穴が施工されていないことを
確認してください。
詳しくは、取説【3-2.ロボットアダプタ及びツールアダプタの取付】を
参照してください。

エアが供給され
ていない。
(エア元圧低下)

エア元圧確認、チューブ折れ確認してください。
詳しくは、取説【3-3.着脱ポートへの接続】,
【3-4.ケーブル,チューブの類の固定方法について】を参照してください。

分離できない
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【ティーチング中、稼動中】
症状
意図せず
分離した

信号エラー
が発生する

推定原因

対処

配管間違い等が
ある

取説【3-3.着脱ポートへの接続】,【3-4.ケーブル,チューブの類の固定方
法について】を参照してください。

ケーブルが断線
している

電気ブロック ASSY,リモートセンサ ASSY またはケーブルを交換して
ください。
詳しくは、取説【5-3-2.保守交換用部品】を参照してください。

信号ピンが破損
している
（電気ブロック
仕様）

電気ブロック ASSY を交換してください。
詳しくは、取説【5-3-2.保守交換用部品】を参照してください。

信号ピンに異物
が付着している
（電気ブロック
仕様）

異物を除去してください。

ATC が被水した
（電気ブロック
仕様）

乾いた布で電気接点部の水分を除去してください
詳しくは、取説【5-4-2.被水時の処置】を参照してください。

連結面に隙間が
ある

上記、表内：「連結面に隙間がある」を参照してください。

ATC 位置決め
部品が消耗して
いる

ATC を交換してください。
詳しくは、取説【3-2.ロボットアダプタ及びツールアダプタの取付】を
参照してください。

リモートセンサ
が破損した
（リモートセン
サ仕様）

リモートセンサ ASSY を交換してください。
詳しくは、取説【5-3-2.保守交換用部品】を参照してください。

NPN と PNP
が逆
（リモートセン
サーの場合）

リモートセンサー交換してください。
詳しくは、リモートセンサの取説を参照してください。

センサ表面に異
物が付着してい
る
（リモートセン
サ仕様）

異物を除去してください。

空気ポート
空気ポート
(チェック
(チェック付）が
付）が効かな
破損している
くなった

ATC を交換してください。
詳しくは、取説【3-2.ロボットアダプタ及びツールアダプタの取付】を
参照してください。
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【ティーチング中、稼動中】
症状

エア流量が
不足した

エア漏れに
よる異音が
する

推定原因

対処

O リングが摩耗
している、
もしくは脱落し
ている

新しい O リングを取り付けてください。
詳しくは、取説【5-3-2.保守交換用部品】,【5-3-3.ATC の給脂】を
参照してください。

継手の取付また
はチューブの差
し込みが不十分
である

継手及びチューブの確認を行なってください。
詳しくは、取説【3-3.着脱ポートへの接続】を参照してください。

継手またはチュ
ーブが破損して
いる

継手及びチューブの確認を行なってください。
詳しくは、取説【3-3.着脱ポートへの接続】,
【3-4.ケーブル、チューブ類の固定方法について】を参照してください。

O リングが摩耗
新しい O リングを取り付けてください。
している、もしく 詳しくは、取説【5-3-2.保守交換用部品】,【5-3-3.ATC の給脂】を
は脱落している
参照してください。

ATC が破損して
いる

ATC を交換してください。
詳しくは、取説【3-2.ロボットアダプタ及びツールアダプタの取付】を
参照してください。

【稼動中】
症状

位置ズレが大
きくなった
ガタが出る

推定原因

対処

取付ボルトの破
損や穴ダレが発
生した

ATC を交換してください。取付ボルトを適切なトルク値で取り付ける事
で軽減できる可能性があります。
詳しくは、取説【3-2.ロボットアダプタ及びツールアダプタの取付】を
参照してください。

定格以上の負荷
で使用している

定格の範囲内でご使用ください。
詳しくは、取説【5-1.負荷許容値と取付上の注意】を参照してください。

ATC 位置決め
部品が消耗して
いる

ATC を交換してください。
詳しくは、取説【3-2.ロボットアダプタ及びツールアダプタの取付】を
参照してください。
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