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GSWA とは?

工業用抵抗点溶接
アプリケーション
に適合した内蔵 
アクチュエータ/ 
モーター/フィード
バック設計

特長： 
• コンパクトで軽量な設計 
• 高力再現性 
• 1000万超サイクル

• 高力出力 
• 高効率性 
• 柔軟性 

•  手動優先 (33にて
オプション)

• 互換性 

• 低惰性 
• 強制冷却不要 
•  ボールねじまたはローラーねじ

GSWAは、とりわけ抵抗点溶接その他の溶接アプリケーションのために設計されたコンパクト	
で耐久性のある高力ロッドスタイルアクチュエータです。GSWAは、コンパクトで軽量設計を	
取り入れた効率、再現性ある高力を提供する立証済み機械設計の中空コアサーボモーターです。

Tolomaticにはロッドレスおよびロッドスタイルの電気およびエアー式アクチュエータ	
の製造経験が50年以上あります。GSWAはこの経験とサーボモーター技術の	

パワーを一つのアクチュエータにまとめています。その結果：	
コンパクトなパッケージに信頼、余裕のあるパワー。

不用品：  
• 連結器 
• アダプタ 

• ベルト 
• ギア 

•  個別コンポーネントの 
組立て作業

• 強制空気冷却または水冷却
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典型的ロボット ServoWeld 装置の GSWA

ROBOT CABLE
DRESS P

GSWA
SERVOWELD®

 

GSWA
SERVOWELD®

保護ハウジング内に
囲まれたロボット
製造業者第7軸

フィードバック装置
(例：リゾルバ、

エンコーダ：増分/絶対)
 

ロボットロボットアクチュエータアクチュエータ

モータ電力と
フィードバック
デバイス用の
電気コネクター 

(すべてのロボット製造業者)

ロボットケーブル
ドレスパッケージ

溶接
コントローラ

溶接
コントローラ

ロボット
コントローラ

ロボット
コントローラトランストランス

ティーチ
ペンダント
ティーチ
ペンダント

本図はアクチュエータに囲まれた 
第7軸フィードバックデバイスを 
もつTolomatic GSWAアクチュエータ
を利用する典型的ロボット操作溶接 
装置を示します。

GSWA33ガイド付きの抗回転アセ
ンブリがC-ガンアプリケーション
での外部ガイダンスメカニズムの
ニードを除去します

このピンチガンアプリ
ケーションでは、 
GSWA33が正確で再現
可能な力を軽量でコン
パクトなパッケージで
提供します

•		コンポーネントを完全に
囲んで過酷な環境から	
保護

•		追加側面負荷サポートを
提供

 抗回転アセンブリ 

•			鋼スラストチューブによって、非常に大きな力の能力をサポート

•			塩浴窒化処理で、優れた耐腐食性、表面硬度を提供し、溶接スラ
グ、水、その他潜在的な汚染物質の付着に強く抵抗

  スラストチューブ 
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TolomaticのServoWeld® 製品はRSWユーザにハイレベルの性能を 
提供します

ServoWeld® GSWA による抵抗点溶接 (RSW)

高品質溶接
• 堅い接合部に対する力再現性

•「ソフトタッチ」ポジションと速度が高
再現性を制御し、摩滅低減のため部品
および溶接ガンへの高衝撃効果を除去

• 位置および力は、各接合部に関して 
記録

• フィードバックデバイスからの位置 
データが溶接キャップ摩滅と損失 
キャップ探知力のデータを提供可能

完全な製造柔軟性
• 溶接またはロボットコントロールを 

使って、GSWAは簡単にモデルやツール
変更に対応するようにプログラムする
ことができます。

• 既存の6軸ロボットをマルチプルGSWA
アクチュエータと取替えてサーボ溶接
が提供する利点のすべてを達成するこ
とができます。

• 操作はロボット軸の動きと同調させる
ことができます。

速い溶接サイクル
•「力で」表示が迅速な溶接を可能にする  

(エアー式アクチュエータにはドウェルタイムが必要)
• ガンチップのプログラム可能オープン 

ポジションが溶接間の移動時間を短縮。

時間 (秒)

溶接 - ServoWeld

溶接  - エアー式

0 1

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2 3 4 5 6

セカンダリオープン

オープン

オープン

溶接

溶
接
チ
ッ
プ
ポ
ジ
シ
ョ
ン

2. ポジションと電流 (力) の確認で
    溶接が速やかに開始

1. 強力、低速 ― 
    材料の移動なし

1. 全サイクルで最高の速度および
    力で影響を受けるため、
    材料の移動は共通

2. ポジションまたは力の信号なし、
    溶接前にドウェル追加の必要あり

ServoWeldによって、次の理由でこの溶接手順を高速で完了：
1.  溶接力が得られるやいなや、すぐに溶接を開始、 

ドウェルを必要としない

2. ガンは、次の溶接へ移るのに必要な時間だけオープン

ServoWeldがあればドウェルタイムを
必要としないため、溶接力が得られる
やいなや、すぐに溶接を開始します。
ガンチップは、次の溶接へ移るのに必
要な時間だけオープンするため、効率
が改善します。
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GSWA との優れた品質の溶接
ServoWeld GSWA内蔵モーターアクチュエータ設計がコンパクトな
パッケージで優れた品質の溶接を提供
GSWAの内蔵モーターアクチュエータは、8極、斜めのステータ 
薄層による空洞コアローターを使用します。このため、磁気を、 
最大のトルク効率と一貫した力の出力をアクチュエータのスト 
ロークに沿った場所で溶接サイクル中多数の巻き線に残すことが 
できます。

その結果：

• 良好な再現性に対しトルクの脈動が低い

• 位置に関係なく良好な再現性

• 高品質溶接

オールインワンコンパクトアクチュエータ/モーターパッケージ！

セグメント化されたステータ 斜めのステータ

溶接ガンチップが部品に近づくと、サーボアクチュエータのスラスト
ロッドの最終ポジションは金属の厚さや耐性、溶接キャップの摩滅な
どで決まります。スラストロッドがその最終ポジションに達し、「絞
り」を終えると、モーターのローターは回転を停止します。上図は、
様々な最終ポジション (溶接ナゲットがRSWサイクル中で「絞る」の
を表す溶接チップ間の橙色の楕円形) やサーボモーターの巻き線に比
較してモーターローター磁気の多様な位置 (青い直線) を表します。 
斜めのステータ内の対角線はGSWA内で使用する薄層モーター巻き線
を表します。ローター磁気はどの点でも停止し、常に最高のパフォー
マンスを提供する向きに位置します。一方、セグメント化されたス 
テータの巻き線は、ローターがセグメント化されたステータの位相の
中央に位置する際に、最高のパフォーマンスを提供するだけです。

斜めのステータ 
GSWAには、チップの
位置に関係なく、低脈
動コルクとの良好な 
再現性のため、斜めの
ステータの薄層があり
ます。

セグメント化された 
ステータ 
設計の性質上、セグメ
ント化されたステータ
は最適なトルクと再現
性をもたらす溶接位置
の数を制限します。

溶接ナゲットの形成
本図は、溶接ナゲットがどのようにして形成されるかを示します。 
溶接ガンのチップは素早く閉じてから部品に接触するにつれて部品の衝撃の低減のため
ゆっくりと「ソフトタッチ」の速度になるよう設計されているため、より高品質な溶接
となります。
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GSWA - ねじの選択
ローラーねじ

重荷重を処理可能。力は、微細なね
じ付きローラーねじでかみ合うマル
チねじ付きヘリカルローラーアセン
ブリによって伝達されます。ローラ
ーねじには、多くの接触点に基づい
て特別の負荷能力があります。

• 高力再現性のある1,000万回以上の
溶接

• ±3%力再現性

• 最大 14,680 N (3,300 lbf)

• 速度は 292 mm (11.5インチ)/秒 
まで。

ボールねじ

ボールナットハウジングには、 
マルチプルボールベアリングが含ま
れます。ローラーナット設計と比較
して、ボールナットは、接触点の数
が限られて、負荷能力が低下しま
す。しかし、適切に利用すれば、 
それは強い機械駆動システムです。

• 高力再現性のある500万回以上の 
溶接

• ±5%力再現性

• 最大 8,890 N (2,000 lbf)

• 速度は 292 mm (11.5インチ)/秒 
まで。

生涯コストを低下
• ServoWeldはより長期の全般耐用年数を提供： 

 ボールねじ/ボールナット：  
 500万回以上の溶接 
 ローラーねじ/ローラーナット： 
  1,000万回以上の溶接  
(エアー式アクチュエータには300万回以上の溶接の 
範囲で典型的な耐用年数があり、定期的な予防メンテ
ナンスが必要です。)

•  GSWAアクチュエータは生産性の増加や停止時間の減
少のためにゼロメンテナンスを提供します。エアー式
アクチュエータは再建または取替が必要です。

•  エアー式では多くの場合1年未満の払戻しつきで 
+80%のエネルギー効率の増加。

•  マルチプル接合部スケジュールをサポート、いろいろ
な材料および厚みに対し簡単に対応。

•  必要とする構成はわずか：力範囲が広いので、多様な
力やストロークの要件に要する設定が最小。(3種類の
異なるGSWA型をストックすることにより、35～40の
異なる空気圧シリンダを取り替え可能。)

改善された溶接キャップ寿命
•  エアーシステム中の衝撃力が溶接キャップの変形を引

き起こすことがあります。ServoWeldがあれば、溶接
キャップ寿命の改善は、アプリケーションによって
5%から35%の範囲です。

最小限の周囲の影響
• 排気を要するエ 
アー式動力システムよ
りエネルギー、 
騒音、汚染が少なくな
ります。

GSWA の他の利点

ローラーねじ ボールねじ

定格荷重 とても高い 高い

寿命

とても長い、
ボールねじ	
より何倍も	
大きい

中程度

速度 中程度 中程度

加速 とても高い 中程度

堅さ とても高い 中程度

衝撃荷重 とても高い 中程度

相対間隔必要 最小限 中程度

メンテナンス なし～最小限 最小限

ヘリカルローラーねじ ボールねじ

ローラーねじは、ボールねじより大きな表面積と 
多くの接触点があります

ローラーねじと 
ボールねじの 

性能比較
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改善したテクノロジー、より良いパフォーマンス

0

1,000

2,000

3,000

4,000
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7,0007,000

8,000

9,0009,000

1/16" 1/8" 1/4"1/16" 1/8" 1/4"
(実際の
大きさ)

オリフィスサイズ

空気漏れのコスト

$523$523$523

$2,095$2,095

$8,382$8,382

年
間
コ
ス
ト（
ド
ル
）

0.05ドル/kWhの
電気料金の使用、
一定の操作および
効率的なコンプ 
レッサーを想定 
して経費を計算。

資料：Improving Compressed 
Air System Performance,  
A Sourcebook for Industry 
published by the Office of 
Industrial Technologies,  
US Department of Energy

エアーシリンダー

• 高コストの使用

• 頻繁な修復とメンテナンス

• 不十分な再現性、溶接品質の低下

•「バングバング」溶接 - より大き
なツール摩耗

• 制限される適応性

• 多様な溶接スケジュール要件への
対処に必要なより多くの構成

SERVO: リバースパラレルモーター
構成、ベルトドライブ

• サイズと重量は、ペイロードチャ
レンジをつくります (統合設計と
比較して10%から30%まで増加)

• ベルトの機械的な結合は、ダイレ
クトドライブほど、良い応答性で
はありません

• 伝動ベルトは、メンテナンス項目
と故障点です

SERVO: 薄層にセグメント化された 
一体化されたモーター

• セグメント化されたステータ設計は斜め
の巻き線のパフォーマンスを提供しない

• セグメント化されたステータを使用中の
アクチュエータは、望ましくないギク 
シャク動作のトルクのために溶接再現性
を損なう場合あり

• 大きなギクシャク動作トルクによって、
位置変化による力再現性が変化し、 
潜在的に溶接品質を損なう

エアーシリンダー、競合的サーボアクチュエータ設計はServoWeld®に比較できない
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GSWA - 内内内内内内内内内内内内内

•	バンパーは、ストローク
の端においてねじとナッ
トアセンブリを	
損傷から保護

•	耐食性の亜鉛めっき合金鋼構造

•	マルチプルロッド端オプション
に対する共通のインタフェイス
を提供

•	鋼スラストチューブによって、非常に
大きな力の能力をサポート

•	塩浴窒化処理で、優れた耐腐食性、	
表面硬度を提供し、溶接スラグ、水、
その他潜在的な汚染物質の付着に	
強く抵抗

•	寿命延長のためにアクチュエータを入れる
ことによる汚染を防止

GSWA33 内蔵モーターアクチュエータ

以下を選択できます：
•	ボールナットは、より
長い寿命とともにポジ
ショニング精度と再現
性を提供

•	ローラーナットは、利
用可能な最も大きな推
進力と寿命定格を提供

•	前面の4つのねじ穴は正面
取付けまたはカスタマイ
ズのオプションの追加が
可能

   ねじ付きロッド端  

   スラストチューブ  

  ロッドワイパー スクレーパー付き 

   内蔵バンパー  

   マルチプルねじテクノロジー

  統合的実装    

•	黒色陽極押出成形設計は、
堅さと強度を最適化

軽量アルミ設計

Endurance	Technologyの特徴は耐用年数の
延長をもたらすよう最大耐用のために設計
されています。
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GSWA - 内内内内内内内内内内内内内  … 最高の耐久性

•	電源断状態でのスラスト	
ロッドを延長および収縮	
する機械的方法を提供

•	ねじの完全なサポートを
提供し、フィードバック
装置を直線力から保護

以下を選択できます：
•	デジタルエンコーダ

•	マルチターン絶対エンコーダ

•	リゾルバ

•	お客様による指定

選択肢：
•		多数のロボット/ドライブメー
カー	との統合

•	より多くの便利なインストール
のためのスタガコネクター

   高推進力軸受け  

   マニュアル優先  

高分解能 
フィードバック

コネクター

 マルチプルモーター巻き線  
以下を選択できます：
•	直接アクチュエータハウジングに入れた230V	または	460V	
定格巻き線

•	斜めモーター巻き線は、力再現性とスムーズな直線運動に
対してトルクリプルを最小化

•	過熱保護に対する一体化された熱スイッチ

ブレーキ
• ばね保持/ 24V で電気的に解放

オプション

•		コネクターおよびフィードバック
のメーカーは以下を含みます：	
+	ABB	
+	Fanuc	
+	Kawasaki	
+	Kuka	
+	Nachi	

+	Motoman/Yaskawa	
+	Allen	Bradley	
+	Bosch-Rexroth	
+	WTC-Medar		
その他
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GSWA - 内内内内内内内内内内内内内GSWA33 ガイド付き内蔵モーターアクチュエータ

•	耐食性の亜鉛めっき合金	
鋼構造

•	マルチプルロッド端オプ	
ションに対する共通の	
インタフェイスを提供

   ねじ付きロッド端  

•	鋼スラストチューブによっ
て、非常に大きな力の能力
をサポート

•	塩浴窒化処理で、優れた
耐腐食性、表面硬度を提供
し、溶接スラグ、水、その
他潜在的な汚染物質の付着
に強く抵抗

•  より大きな口径のガイド	
つきスラストチューブ

 スラストチューブ  

•大きなブッシングがねじアセンブリを
保護するスラストチューブに追加側面
負荷サポートを提供

•	RSWシャシーへの外部ガイドを除去

•	RSW環境でのガイド付きメカニズム
を保護

  強靭なブッシング   

•	寿命延長のためにアク
チュエータを入れるこ
とによる汚染を防止

ロッドワイパー 
スクレーパー付き

•	バンパーは、ストロークの
端においてねじとナット	
アセンブリを損傷から保護

   内蔵バンパー  

•	鈍角スライド設計	
よりはるかに効率的

• 強靭なニードル軸	
受けが摩滅を阻止

•コンポーネントを完全に囲んで
過酷な環境から保護

•追加側面負荷サポートを提供

抗回転 
メカニズム

抗回転アセンブリ  

•抗回転アセンブリの4つの穴は正面取付けまたは
カスタマイズのオプションの追加が可能

•	2つのドウェルピンは正確な位置決めのため	
抗回転ユニットの下部に位置

  総合的実装    

Endurance	Technologyの特徴は耐用年数の
延長をもたらすよう最大耐用のために設計
されています。
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GSWA - 内内内内内内内内内内内内内  … 最高の耐久性

•	ねじの完全なサポートを提供
し、フィードバック装置を直
線力から保護

    高推進力軸受け   

•	電源断状態でのスラ
ストロッドを延長およ
び収縮する機械的方法
を提供

 マニュアル優先 

以下を選択できます：
• デジタルエンコーダ

•	マルチターン絶対	
エンコーダ

• リゾルバ

• お客様による指定

高分解能  
フィードバック

選択肢：
•		多数のロボット/ドライブ
メーカー	との統合

•	コネクターおよび
フィードバックの
メーカーは以下を
含みます：	
+	ABB	
+	Fanuc	
+	Kawasaki	
+	Kuka	
+	Motoman/
Yaskawa	
+	Nachi	
+	Allen	Bradley	
+	Bosch-Rexroth	
+	WTC-Medar	
その他

 コネクター 

•	黒色陽極押出成形設計は、
堅さと強度を最適化

軽量アルミ設計    

マルチプルモーター巻き線  
以下を選択できます：
•	直接アクチュエータハウジングに入れた	
230V	または	460V	定格巻き線

•	斜めモーター巻き線は、力再現性とスムーズ
な直線運動に対してトルクリプルを最小化

•	過熱保護に対する一体化された	
熱スイッチ

■  ブレーキ
• ばね保持/ 24V で電気的に解放

オプション

以下を選択できます：
•	ボールナットは、より
長い寿命とともにポジ
ショニング精度と再現
性を提供

•	ローラーナットは、利
用可能な最も大きな推
進力と寿命定格を提供

 マルチプルねじテクノロジー 
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GSWA 内蔵モーターアクチュエータ

•	ねじの完全なサポートを
提供し、フィードバック
装置を直線力から保護

  高推進力軸受  

Endurance	Technologyの特徴は耐用年数の
延長をもたらすよう最大耐用のために設計
されています。

以下を選択できます：
•	ボールナットは、より
長い寿命とともにポジ
ショニング精度と再現
性を提供

•	ローラーナットは、利
用可能な最も大きな推
進力と寿命定格を提供

 マルチプルねじテクノロジー 以下を選択できます：
•	デジタルエンコーダ

•	マルチターン絶対エンコーダ

•	リゾルバ

•	お客様による指定

高分解能 
フィードバック

選択肢：
•		多数のロボット/	
ドライブメーカー	
との統合

•			コネクターおよび
フィードバックの
メーカーは以下を
含みます：	
+	ABB	
+	Fanuc	
+	Kawasaki	
+	Kuka	
+	Motoman/
Yaskawa	
+	Nachi	
+	Allen	Bradley	
+	Bosch-Rexroth	
+	WTC-Medar		
その他

  コネクター 

•	電源断状態でのスラス
トロッドを延長および収
縮する機械的方法を提供	
(180°	離れた2つのアクセ
スポート)

  マニュアル優先    
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以下を選択できます：
■ 直接アクチュエータハウジングに入れた
460V	または	230V	定格巻き線	

•	斜めモーター巻き線は、力再現性とスムーズ
な直線運動に対してトルクリプルを最小化

•	過熱保護に対する一体化された熱スイッチ

■  統合力フィード 
バックデバイス
	 実際の力の確認、または
データ収集のための線形
信号を用意

■ HEX スラストロッド
	 統合型抗回転を提供

オプション

•	バンパーは、スト	
ロークの端において
ねじとナットアセン
ブリを損傷から保護

•	推進力チューブと全スト
ローク長を通してのナッ
トアセンブリをサポート

•	黒色陽極押出成形設計は、	
堅さ、強度と熱放散を最適化

•	寿命延長のためにアクチュ
エータを入れることによる
汚染を防止

•	耐食性の立体ステ
ンレス鋼構造

•	マルチプルロッド
端オプションに対
する共通のインタ
フェイスを提供

GSWA 内蔵モーターアクチュエータ

 内蔵バンパー 

 強靭なブッシング 

  軽量アルミ設計  

 マルチプルモーター巻き線 

ロッドワイパー  
スクレーパー付き

ねじ付き 
ロッド端

 … 最高の耐久性

•	鋼スラストチューブによって、
非常に大きな力の能力をサポート

•	塩浴窒化処理で、優れた耐腐	
食性、表面硬度を提供し、	
溶接スラグ、水、その他潜在的	
な汚染物質の付着に強く抵抗

   スラストチューブ  
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完全検証試験はアクチュエータごとに実施
適切に適用すれば、出荷されるすべてのGSWAアクチュ	
エータは、メンテナンス不要または最小限のメンテナンス
で何百万サイクルものパフォーマンスが保証されます。

1. ハイPOT (ハイポテンシャル/ハイボルテージの
テスト)	
この標準の電気モーターテスト手順は3部分の
テストで、適当な電機子と熱ワイヤー絶縁を検
査するために、アセンブリの絶縁システムを	
チェックします。

2. ServoWeld®の電子的段階実行とフィードバック
装置 (エンコーダ、リゾルバ、フィードバック
デバイス)	
固定した電流と特別に設計された取付具を使用
して、フィードバックデバイスは物理的に電子
的に、ServoWeldモーターを段階的実行と比較
して調整されます。

3. 機能テスト	
運動コントロール部品と専用のデータ収集装置
で実行されます。このテストでは、350サイク
ルで操作し、データ収集装置とともに電子負荷
セルを使用して、ストローク長、無負荷トル
ク、入力電流対力平均、入力電流対力標準偏差
のパラメータを定量化します。

4. Tolomatic システムテスト	
単軸制御ユニットを使用し、テストにより	
フィードバックデバイスがGSWAモーターの	
両極と適切に並んでいるかを確認します。

Tolomaticの高水準パフォーマンスに合致するか確
認するため、配送前に各個別ユニットのパフォーマ
ンスを確かめます。

検査パラメーターは機能テストの手順の進展となります。

350サイクルでの機能ユニット検査は、ストローク、長さ、無負荷
トルク、入力電流対力標準偏差を定量化します。

最終システムテストによりフィードバックデバイスがGSWAモーター
の両極と適切に並んでいるかを確認します。
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GSWA - 内蔵モーターアクチュエータ

GSWA33 
GSWA33- 

ガイド付き

GSWA44
GSWA04

サイズ
インチ 3.3 4.4

mm 83.0 110.0

ナット/
ねじ RN04 RN05 RN05

ねじ 
リード

インチ 0.157 0.197 0.197

mm 4.0 5.0 5.0

ピーク 
推進力

lbf 2,100 1,700 3,300

N 9,345 7,562 14,679

最高速度
インチ/ 

秒 9.2 11.5 11.5

mm/秒 234 279 279

周辺温度
範囲

°F 50～122

°C 10～50

IP等級 標準IP65

後方 
駆動力*

lbf 98 78 91

N 436 347 405

性能および機械的仕様：

RoHS
COMPLIANT  RoHS コンプライアントコンポーネント  

         認可済み
(GSWA33 および GSWA33、ガイド付き 認可申請中)

GSWA33 GSWA33- 
ガイド付き

GSWA04 GSWA44
MV23,43 MV22,42 MV23,43 MV23,43

重さ (W / 6” 
ストローク)

lb 18.1 28.5 29.8 32.0 35.2

kg 8.2 12.9 13.5 14.5 16.0
ストローク
のユニット
当りの重さ

lb/ 
インチ 0.6603 – – – 1.1035

kg/mm 0.0118 – – – 0.0197

ストローク
インチ 6.0～18.0 6.0 6.0 6.0 6.0～18.0

mm 152.4～	
451.2 152.4 152.4 152.4 152.4～	

451.2

MV22,42 = 2 スタックモーター
MV23,43 = 3 スタックモーター

GSWA33

GSWA04

GSWA44
GSWA33、 
ガイド付き GSWA04

MV23 MV43 MV22 MV42 MV23 MV43
バス電圧 Vrms 230 460 230 460 230 460

トルク係数 
(kT)

インチ-lb/ 
A ピーク 5.5 10.7 4.6 8.0 5.4 10.6

N-m/A  
ピーク 0.62 1.21 0.52 0.90 0.61 1.2

電圧係数 
(kE)

V/Krpm  
ピーク 79.8 154 66.1 107.2 78.1 153.1

連続停動 
トルク

インチ-lb 39 38 48.8 43.0 74 75

N-m 4.4 4.3 5.5 4.9 8.4 8.5

連続停動
電流 Arms 5.0 2.5 7.5 3.8 9.7 5.0

ピーク 
トルク

インチ-lb 78 76 146 129 148 150

N-m 8.8 8.6 16.5 14.6 16.7 16.9

ピーク電流 Arms 10 5 22.4 11.9 19.4 10.0

抵抗 オーム 2.07 8.3 0.9 4.2 0.58 2.32

インダク 
タンス mH 3.8 15.0 3.65 15.7 2.75 11.5

極数 8

定格電圧 
での速度 RPM 3500

モーター仕様：

側面負荷
いくつかの溶接ガンデザインでは、アクチュエータに過度の側面
負荷を受ける場合があり、耐用年数全般を減少させます。GSWA33 
ガイド付きアクチュエータ (8ページ) は側面負荷を提供します。
他のGSWA構成方策が、側面負荷を制限するため、とりわけ「C」
式デザインで必要です。寿命の最適化のため、Tolomaticは、すべ
てのローラーねじ構成には5%未満の軸力 (スラストロッド出力力) 
を、すべてのボールねじ構成には1%未満の軸力を推奨します。

負荷時の走行距離
負荷時走行距離は、溶接ガン偏向/バネ比の微分で
す。負荷時走行距離が最小のとき、アクチュエー
タの総合的耐用年数は延びることが、テストで証
明されます。

これらの耐用年数ファクターがデザイン段階で考
慮される場合、トラブル無く何百万回ものサイク
ルが可能です。詳細についてはTolomatic社にお
問い合せください。
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GSWA 寸法
寸法：GSWA33

寸法：GSWA44

CL

1.417
[36.00]

(2)
3.29

[83.6]

M12 x 1.25
0.88 [22.2]

M8 x 1.25
0.57 [14.5]

4 ホール

4.87
[123.7]

Ø 2.3622
   2.3604
60.000
59.954

C

3.54
[90.0]

2.07
[52.5]

6.05 [153.7] + ストローク
8.12 [206.2] + ストローク

FANUC アルファ iAR128 フィードバック

CL

4.04 [102.6]

4.38
[111.3] CL

6.05 [153.7] + ストローク
8.09 [205.5] + ストローク

1.17
[29.6]

2.24
[56.9]

L

3.25
[82.6]

FANUC アルファ A64 フィードバック

2.717
[69.00]

(2)

CL

1.645
[41.78]

0.68 [17.3]
収縮

Ø1.186
[30.13]
スラスト
チューブ

3.29
[83.6]

3.00 [76.1] マニュアル優先アクセス

6.05 [153.7] + ストローク
8.30 [210.8] + ストローク

デジタルエンコーダまたはリゾルバフィードバック

0.08 [2.0]

CL

1.417
[36.00]

(2)
3.29

[83.6]

M12 x 1.25
0.88 [22.2]

M8 x 1.25
0.57 [14.5]

4 ホール

4.87
[123.7]

Ø 2.3622
   2.3604
60.000
59.954

C

3.54
[90.0]

2.07
[52.5]

6.05 [153.7] + ストローク
8.12 [206.2] + ストローク

FANUC アルファ iAR128 フィードバック

CL

4.04 [102.6]

4.38
[111.3] CL

6.05 [153.7] + ストローク
8.09 [205.5] + ストローク

1.17
[29.6]

2.24
[56.9]

L

3.25
[82.6]

FANUC アルファ A64 フィードバック

2.717
[69.00]

(2)

CL

1.645
[41.78]

0.68 [17.3]
収縮

Ø1.186
[30.13]
スラスト
チューブ

3.29
[83.6]

3.00 [76.1] マニュアル優先アクセス

6.05 [153.7] + ストローク
8.30 [210.8] + ストローク

デジタルエンコーダまたはリゾルバフィードバック

0.08 [2.0]

4.31
[109.47]

2.59
[65.8]

4.17 [106.0]

4.31
[109.47]

2.29
[58.2]

4.31
[109.47]

4.31
[109.47]

Ø 2.8346
   2.8328
72.000
71.954

0.06 [1.5]

2.165
[55.00]

(2)

3.346
[85.00]

(2)

M20 x 1.5
1.02 [25.9]

M8 x 1.25
0.68 [17.1]

4 ホール

5.93
[150.7] 4.35

[110.5]
2.18

[55.2]

0.66 [16.9]
収縮

Ø1.499
[38.08]
スラスト
チューブ

7.88 [200.0] + ストローク

10.17 [258.3] + ストローク

10.47 [265.9] + ストローク
7.88 [200.0] + ストローク

12.05 [306.0] + ストローク
7.88 [200.0] + ストローク

デジタルエンコーダまたはリゾルバフィードバック

FANUC アルファ A64 フィードバック

FANUC アルファ iAR128 フィードバック

4.31
[109.47]

2.59
[65.8]

4.17 [106.0]

4.31
[109.47]

2.29
[58.2]

4.31
[109.47]

4.31
[109.47]

Ø 2.8346
   2.8328
72.000
71.954

0.06 [1.5]

2.165
[55.00]

(2)

3.346
[85.00]

(2)

M20 x 1.5
1.02 [25.9]

M8 x 1.25
0.68 [17.1]

4 ホール

5.93
[150.7] 4.35

[110.5]
2.18

[55.2]

0.66 [16.9]
収縮

Ø1.499
[38.08]
スラスト
チューブ

7.88 [200.0] + ストローク

10.17 [258.3] + ストローク

10.47 [265.9] + ストローク
7.88 [200.0] + ストローク

12.05 [306.0] + ストローク
7.88 [200.0] + ストローク

デジタルエンコーダまたはリゾルバフィードバック

FANUC アルファ A64 フィードバック

FANUC アルファ iAR128 フィードバック

*	お客様からのフィードバックに基づき完全組立で表示

*

*

*

*
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2.85 [72.3]
13.45 [341.7]

16.30 [414.0]

3.40 [86.3]
16.85 [428.0]

13.45 [341.7]

(2)ドウェルピン

.50 [12.7]
Ø .001[.03] M A

Ø .3170
   .3160
8.052
8.026

1.02 
[25.9]

M20 x 1.5

 3.346 [85.00] 

4.380
[111.25]

5.30
[134.7]

8 ホール

M8 x 1.25
0.66 [16.8]

94.01
93.95

3.701
3.699

20°
(4)

20°
(4)

2.19
[55.6]

1.969 
[50.00] (2)

0.591 
[15.00] (4)

.236 [6.00]
M10x1.5 .87 [22.0]
この側面に2個のホール
2個の対向ホール

12.09
12.04

Ø .476
   .474

15.47 [393.0]
13.45 [341.7]

2.02
[51.3]

4.38
[111.3]

デジタルエンコーダまたはリゾルバフィードバック

FANUC アルファ A64 フィードバック

FANUC アルファ iAR128 フィードバック

Ø2.54
[64.6]

Ø.375
[34.93]
スラスト
ロッド

0.13 [3.4]
 0.70 [17.7] 収縮

2.85 [72.3]
13.45 [341.7]

16.30 [414.0]

3.40 [86.3]
16.85 [428.0]

13.45 [341.7]

(2)ドウェルピン

.50 [12.7]
Ø .001[.03] M A

Ø .3170
   .3160
8.052
8.026

1.02 
[25.9]

M20 x 1.5

 3.346 [85.00] 

4.380
[111.25]

5.30
[134.7]

8 ホール

M8 x 1.25
0.66 [16.8]

94.01
93.95

3.701
3.699

20°
(4)

20°
(4)

2.19
[55.6]

1.969 
[50.00] (2)

0.591 
[15.00] (4)

.236 [6.00]
M10x1.5 .87 [22.0]
この側面に2個のホール
2個の対向ホール

12.09
12.04

Ø .476
   .474

15.47 [393.0]
13.45 [341.7]

2.02
[51.3]

4.38
[111.3]

デジタルエンコーダまたはリゾルバフィードバック

FANUC アルファ A64 フィードバック

FANUC アルファ iAR128 フィードバック

Ø2.54
[64.6]

Ø.375
[34.93]
スラスト
ロッド

0.13 [3.4]
 0.70 [17.7] 収縮

寸法：GSWA 04

GSWA - 寸法

CL
1.17

[29.6]

2.24
[56.9]

3.25
[82.6]

2.07
[52.5]

3.54
[90.0] CL

4.04 [102.6]

CL
4.38

[111.3]

0.08 [2.0]

21.74 [552.2]
19.68 [499.8]

0.34 [8.6]

23.72 [602.4]
19.68 [499.8]

FANUC アルファ iAR128 フィードバック

FANUC アルファ A64 フィードバック

3.00 [76.1]

21.92 [556.7]
19.68 [499.8]

(2)ドウェルピンマニュアル優先アクセス
Ø .4731
   .4727
12.018
12.007 4.921 [125.00]

2.54 [64.5]

1.850
[46.99]

0.69 [17.5] 収縮

3.29 [88.6]

3.50
[88.9]

4.79 [121.7]

0.50
[12.7]

0.276
[7.00]

(2)

M20 x 1.5
1.02 [25.9]

5.08
[128.9]

CL

デジタルエンコーダまたはリゾルバフィードバック

4.000
[101.60]

(2)

2.54
[64.5] (2)

4.252 [108.00] (2)Ø.433 [11.00] 通過 (4) Ø1.499 [38.08]
スラストロッド

CL

CL
1.17

[29.6]

2.24
[56.9]

3.25
[82.6]

2.07
[52.5]

3.54
[90.0] CL

4.04 [102.6]

CL
4.38

[111.3]

0.08 [2.0]

21.74 [552.2]
19.68 [499.8]

0.34 [8.6]

23.72 [602.4]
19.68 [499.8]

FANUC アルファ iAR128 フィードバック

FANUC アルファ A64 フィードバック

3.00 [76.1]

21.92 [556.7]
19.68 [499.8]

(2)ドウェルピンマニュアル優先アクセス
Ø .4731
   .4727
12.018
12.007 4.921 [125.00]

2.54 [64.5]

1.850
[46.99]

0.69 [17.5] 収縮

3.29 [88.6]

3.50
[88.9]

4.79 [121.7]

0.50
[12.7]

0.276
[7.00]

(2)

M20 x 1.5
1.02 [25.9]

5.08
[128.9]

CL

デジタルエンコーダまたはリゾルバフィードバック

4.000
[101.60]

(2)

2.54
[64.5] (2)

4.252 [108.00] (2)Ø.433 [11.00] 通過 (4) Ø1.499 [38.08]
スラストロッド

CL

寸法：GSWA33、ガイド付き

*

*

*

*

*	お客様からのフィードバックに基づき完全組立で表示
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作動の仕方
下図は、最適なパフォーマンスを提供するためGSWAの内部
コンポーネントがどのように作動し合うかを示します。分か
りやすくするために、ロッドアウト運動のみが示されます。

1.  サーボモーターの巻き線は、	
励磁されます。

2. ローターは、ねじに堅く接続されており、	
回転し始めます。

3. ねじが回転します。

4. ナットは、機械的にスラストロッドに捕らえられ、	
直線運動で動きます。

5.  スラストロッドが直線運
動で動きます。

パフォーマンス検査の
結果
Tolomatic社 GSWAアクチュエータ (ローラーね
じ/ナットの選択付き) は設計され、アクチュエー
タ寿命の間±3.0%力再現性を維持するように造
られます。

右図の「GSWA力出力」に提示したデータは、 
ローラーねじと低電圧巻き線の付いたServoWeld® 

構成ユニットから収集しました。アクチュエー
タの温度は、テストの間でモニターされません
でした。
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本図の力出力は、固定電流で動作したGSWAアクチュ
エータからのものです。各サンプルは、一つの「溶接
サイクル」を表します。このテストは、4時間半実施さ
れました。

データの興味のある点：
• 5,000サンプルの総合的範囲は、27lbf.、または、 

公称値の1.2%未満です。

• コールドスタートからの力の低下は、公称値の
0.5%（許容値）で、それは溶接と溶接の間の力
変化が温度を問わず比較的一定であることを意
味します。

• 標準偏差は、溶接力を問わず比較的一定のま
まであり、それは、再現性がより大きな溶接
力と比較して改善されていることを意味しま
す。Tolomatic社は、(6) (標準ディベロッパー) / 
公称力として再現性を測定しています。
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GSWAアプリケーションガイドライン

側面負荷：いくつかの溶接ガンデザインでは、アク 
チュエータに過度の側面負荷を受ける場合があり、
耐用年数全般を減少させます。GSWA33 ガイド付き
アクチュエータ (8ページ) は側面負荷を提供します。
他のGSWA構成方策が、側面負荷を制限するため、と
りわけ「C」式デザインで必要です。寿命の最適化の
ため、Tolomaticは、すべてのローラーねじ構成には
5%未満の軸力 (スラストロッド出力力)を、すべての
ボールねじ構成には1%未満の軸力を推奨します。

 オプションのヘックスノーズ軸受け/スラストロッド
構成はスラストロッドの回転を防ぎます。最長の耐
用年数のため、スラストロッドに対する側面負荷を
最小化し、耐用年数中、一貫した溶接ガンの移動可
能チップ/固定チップの整合を提供するよう、外部ガ
イドを推奨します。

スラストロッドワイパー/スクレーパー：スラスト 
ロッドワイパー/スクレーパーアセンブリは現場交
換可能です。最長の耐用年数のため、汚染、溶接ス
ラグ、スラストロッドワイパー/スクレーパーのイ
ンターフェース域の水分を低減/除去する方策を取
らねばなりません。産業スラストロッドブートおよ
び/または歪みを生じさせるデバイスの実行はこの
領域で効果的に利用することができます。

ケーブル：電気的な騒音/接地の問題を最小化するた
め、遮蔽電源およびフィードバックケーブルを推奨
します。電気的な騒音または不適切な接地はフィー
ドバックデバイスの信号を害する可能性があります。

RSWサーボシステムのキャリブレーション：最適な
RSWサーボシステムのパフォーマンスのため、産出
溶接スケジュールからの低溶接力およびチップドレ
ス力がRSWサーボシステムキャリブレーションの過
程に含まれなければなりません。

 RSWサーボシステムは、第7軸増幅器-フィードバッ
クデバイス-ソフトウェア、ServoWeld、およびRSW
シャシーからなります。

溶接チップ/部品接触速度：Tolomatic検査により、 
25mm/秒以下の溶接チップ部接触速度で最高の
ServoWeld再現性 (入力電流対出力力) が確認されて
います。25mm/秒より速い速度では溶接力に対して 

「衝撃の貢献」ができてしまいます。この溶接力へ
の衝撃の貢献は溶接サイクルの完了前に悪化しま
す。

ロボット操作アプリケーション：ロボットの連続的な 
動きやRSWガンの様々なポジションのおかげでロ
ボット操作RSWガンアプリケーションは液溜り/水
の進入にさらされることが少なくなりました。ま
た、RSWガンのロボット操作アプリケーションの位
置決めは、ServoWeldが水にさらされるのをなくす
溶接キャップ変更プログラム/日課の一部としてプ
ログラムすることができます。 (溶接キャップ上の
ServoWeld)

固定/ペデスタルアプリケーション：より努力を要す
るRSWアプリケーションの一つがペデスタルRSW
ガン、ServoWeld搭載縦型 – スラストロッド上側
です。ServoWeldの全般的耐用年数を最長化するた
め、ServoWeldが水にさらされることやServoWeldユ
ニットのアクセス領域の液溜り/水しぶきを低減およ
び/または除去する方策を取らなければなりません。
水は、溶接キャップの定期的な変更の結果として
RSWガン環境でのファクターであるため、ServoWeld
が水にさらされるのを低減および/または除去するの 
に取ることのできるたくさんのステップがあります。

• ServoWeld縦型 – スラストロッド下側と搭載できる
ペデストリアルRSWガンを考慮しなければなりま 
せん。

• ServoWeld縦型 – スラストロッド上側と搭載しなけ
ればならないペデスタルRSWガンは、液溜りを最小
化するため、少なくとも10～15%の角度で搭載しな
ければなりません。

• 液溜りを最小化するための、ServoWeld/RSW ガンの
インターフェース搭載コンポーネント上の溝

• 水にさらされた疑いのあるRSW ガンアプリケーショ
ンは、スラストロッドワイパー/ インターフェース領
域からの水を避けるため、外部デフレクター (ビブ) 
またはスラストロッドブートを利用しなければなり
ません。

• 水にさらされた疑いのあるRSWガンアプリケーショ
ンは、RSWガンに節水回路の手動遮断バルブの利用
を考慮しなければなりません。溶接キャップ変更前
に水を遮断することでRSWガン環境で水にさらされ
る問題が著しく低減します。

• ペデスタルRSWガンアプリケーションには、電気コ
ネクター (電源/フィードバック) を通じて水の進入を
低減するため、ループ状のケーブルドレスケーブル
と共に下向けにしたケーブルドレスパッケージに組
合せ電気コネクター (90度) がなければなりません。

• ケーブルを延長状態にしないよう、ケーブルの長さ
を適切にします。

• ペデスタルRSWガンアプリケーションのためのケー
ブルドレスパッケージに型取りした組合せ電気コネ
クター

• ServoWeldにケーブルドレスコネクターの適切な差込
みコンセントへの完全な接続を確認。
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TOLOMATIC の差別化   業界リーダーに期待するもの：
優れたカスタマーサービスとテクニカルサポート
弊社のスタッフは一味違います！皆様のアプリケーションと製品への質問に
は、全て迅速で丁寧な回答をご期待ください。

業界リードの出荷
標準カタログ製品は、5日以内の受注出荷に対し造られます。変更とカスタム
製品は、競争相手の一歩先を行く週に出荷します。

革新的な製品
標準カタログ製品から変更製品や完全にユニークなカスタム製品に至るま
で、Tolomaticは、皆様の魅力的なアプリケーションのために最高のソリュー
ションを設計製造します。

SIZING

ACTUATOR
サイジングと選択のソフトウェア
Windows® 対応可能、弊社のウェブサイトからダウンロード可能 ‒ 無料 ‒ 
マーケットでその種類では最高のツール！製品選択は、決して簡単ではありま
せんでした。

ウェブで3D モデルと2D 作図が可能
多くの一般的フォーマットでCADファイルに容易にアクセス。

パワー伝達製品

電機製品

エアー式製品 ロッドレスシリンダー：バンドシリンダー、ケーブル
シリンダー、磁気カップリングシリンダー/スライド、
ガイド付きロッドシリンダースライド

「折込」パンフレット #9900-9075       
製品パンフレット #9900-4028 

ロッドとガイド付きロッドスタイルアクチュエータ、
高推進力アクチュエータ、ねじとベルトドライブ
ロッドレスアクチュエータ、モーター、ドライブ、
およびコントローラ

「折込」パンフレット #9900-9074       
製品パンフレット #9900-4016 

ギアーボックス：FLOAT-A-SHAFT®、
SLIDE-RITE®、ディスクコーンクラッチ、
キャリパーディスクブレーキ

「折込」パンフレット #9900-9076       
製品パンフレット #9900-4029 

また、この他のTOLOMATIC製品を考慮してください：

201205021618 文献番号：3604-4177_00
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