
販売店

2020

Edition 08/2020

Industrial Gear Units X.. Series

SEW Japan \ Industrial Gear \ CatalogSEW Japan \ Industrial Gear \ Catalog

Catalog

X シリーズ 6.8 － 475kNm

SEW-オイロドライブ・ジャパン株式会社

ヘリカル / ベベルギヤ減速機

SEW Xシリーズカタログ  C M Y BK



会社概要

東 京 営 業 所

名古屋営業所

大 阪 営 業 所

福 岡 営 業 所

〒105-0021 東京都港区東新橋2-18-3 
ルネパルティーレ汐留5F
TEL 03-5408-0521　FAX 03-5408-7550
tokyo@sew-eurodrive.co.jp

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-2-7 
名古屋東宝ビル2F
TEL 052-228-8608　FAX 052-203-2820
nagoya@sew-eurodrive.co.jp

〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-3-7
肥後橋シミズビル10F
TEL 06-6444-8330　FAX 06-6444-8338
osaka@sew-eurodrive.co.jp

〒812-0018 福岡市博多区住吉2-2-1 
井門博多ビルイースト8F
TEL 092-291-3600　FAX 092-291-3602
fukuoka@sew-eurodrive.co.jp

京 都 工 場 〒619-0238 京都府相楽郡精華町
精華台9-1-11 （けいはんな学研都市）
TEL 0774-98-2750※　FAX 0774-93-2100
kyoto@sew-eurodrive.co.jp

※ 製品および納品についてのお問い合わせ専用ダイヤル
 TEL 0538-37-4237

設 立
本社・磐田工場

代 表 取 締 役
資 本 金
従 業 員 数
事 業 内 容

取 得 認 証

1985年
〒438-0818 静岡県磐田市下万能250-1
TEL 0538-37-3811※　FAX 0538-37-3814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
金田 武彦
12億円（SEW 100%出資会社）
112名（2019年12月末現在）
モータ・ギヤモータ・ギヤ減速機の組立販売。
SEW製品の輸入販売と保守サービス

SEW-オイロドライブ･ジャパン株式会社磐田工場

京都工場

東京（営）エリア
名古屋（営）エリア
大阪（営）エリア
福岡（営）エリア

1985年に22番目の現地法人として設立されて以来、国内組立した製品を出荷しています。

SEW-EURODRIVE JAPAN CO.,LTD.

国内拠点

SEW Xシリーズカタログ  C M Y BK

会社概要

東 京 営 業 所

名古屋営業所

大 阪 営 業 所

福 岡 営 業 所

〒105-0021 東京都港区東新橋2-18-3 
ルネパルティーレ汐留5F
TEL 03-5408-0521　FAX 03-5408-7550
tokyo@sew-eurodrive.co.jp

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-2-7 
名古屋東宝ビル2F
TEL 052-228-8608　FAX 052-203-2820
nagoya@sew-eurodrive.co.jp

〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-3-7
肥後橋シミズビル10F
TEL 06-6444-8330　FAX 06-6444-8338
osaka@sew-eurodrive.co.jp

〒812-0018 福岡市博多区住吉2-2-1 
井門博多ビルイースト8F
TEL 092-291-3600　FAX 092-291-3602
fukuoka@sew-eurodrive.co.jp

京 都 工 場 〒619-0238 京都府相楽郡精華町
精華台9-1-11 （けいはんな学研都市）
TEL 0774-98-2750※　FAX 0774-93-2100
kyoto@sew-eurodrive.co.jp

※ 製品および納品についてのお問い合わせ専用ダイヤル
 TEL 0538-37-4237

設 立
本社・磐田工場

代 表 取 締 役
資 本 金
従 業 員 数
事 業 内 容

取 得 認 証

1985年
〒438-0818 静岡県磐田市下万能250-1
TEL 0538-37-3811※　FAX 0538-37-3814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
金田 武彦
12億円（SEW 100%出資会社）
112名（2019年12月末現在）
モータ・ギヤモータ・ギヤ減速機の組立販売。
SEW製品の輸入販売と保守サービス

SEW-オイロドライブ･ジャパン株式会社磐田工場

京都工場

東京（営）エリア
名古屋（営）エリア
大阪（営）エリア
福岡（営）エリア

1985年に22番目の現地法人として設立されて以来、国内組立した製品を出荷しています。

SEW-EURODRIVE JAPAN CO.,LTD.

国内拠点

SEW Xシリーズカタログ  C M Y BK



ヘリカル /ベベルヘリカルギヤ減速機 X..シリーズ – カタログ 3

目次

1 はじめに ............................................................................................................... 6

1.1 SEW-EURODRIVEグループ ..................................................................... 6

1.2 SEW-EURODRIVEの製品とシステム ....................................................... 7

1.3 著作権 ........................................................................................................ 9

1.4 注意事項の構成 .......................................................................................... 9

1.5 重要な注意事項 .......................................................................................... 9

2 製品説明と形式の概要 ....................................................................................... 10

2.1 構造の特徴 ............................................................................................... 10

2.2 長所一覧 ................................................................................................... 10

2.3 使用分野 ................................................................................................... 10

2.4 一般注意事項 ........................................................................................... 11

2.5 入力軸と出力軸 ........................................................................................ 19

2.6 ギヤ減速機固定と出力軸の概要 ............................................................... 23

2.7 モータ接続の概要 .................................................................................... 24

2.8 シーリングシステムの概要 ...................................................................... 25

2.9 形式記号 ................................................................................................... 28

2.10 銘板 .......................................................................................................... 30

2.11 塗装仕様 ................................................................................................... 31

2.12 保管および輸送条件 ................................................................................. 32

3 取付姿勢、取付面と軸配列 ................................................................................ 34

3.1 取付姿勢 ................................................................................................... 34

3.2 取付面 ...................................................................................................... 36

3.3 軸配列 ...................................................................................................... 37

3.4 取付姿勢と標準取付面 ............................................................................. 39

3.5 傾斜および揺動取付 ................................................................................. 41

3.6 メンテナンス記号 .................................................................................... 46

3.7 回転方向、バックストップの位置 ........................................................... 48

4 ギヤ減速機の選定 .............................................................................................. 51

4.1 関連文書 ................................................................................................... 51

4.2 選定要領 ................................................................................................... 51

4.3 選定要領の例：コンベヤドライブ ........................................................... 69

5 潤滑、冷却、加熱 .............................................................................................. 74

5.1 潤滑方法と冷却方法の概要 ...................................................................... 74

5.2 潤滑油の選択 /潤滑油表 .......................................................................... 75

5.3 付属品 ...................................................................................................... 90

5.4 冷却 .......................................................................................................... 96

5.5 オイルヒータ /OH .................................................................................. 119

6 オプション付属品の構造 .................................................................................. 125

6.1 トルクアーム /T ..................................................................................... 125

6.2 フランジ /F ............................................................................................. 126

6.3 締り嵌めフランジカップリング /FC ...................................................... 127

6.4 バックストップ /BS ............................................................................... 128

6.5 モータアダプタ /MA ............................................................................... 130

6.6 Vベルトドライブ /VBD ......................................................................... 133

6.7 ドライブパッケージ ............................................................................... 134



4 ヘリカル /ベベルヘリカルギヤ減速機 X..シリーズ – カタログ

目次

7 状態監視 ........................................................................................................... 136

7.1 圧力スイッチ /PS ................................................................................... 136

7.2 温度センサ /PT100 ................................................................................. 137

7.3 温度スイッチ /NTB ................................................................................ 138

7.4 温度スイッチ /TSK ................................................................................. 139

7.5 診断ユニット DUO10A（オイル診断） ................................................... 140

7.6 外部振動センサを取り付けるためのアダプタ ....................................... 142

8 構造と運転に関する注意事項 .......................................................................... 143

8.1 一般注意事項 ......................................................................................... 143

8.2 ギヤ減速機の固定 .................................................................................. 143

8.3 中空軸ギヤ減速機の相手軸の寸法 ......................................................... 144

8.4 フランジカップリングの場合の相手軸の寸法 ....................................... 144

8.5 中空軸ギヤ減速機の場合のバックストップ付き X2K.. .......................... 144

9 重要な注意事項 ................................................................................................ 145

9.1 寸法表に関する注意事項 ....................................................................... 145

9.2 選定表と寸法表の掲載ページ ................................................................ 147

10 選定表 .............................................................................................................. 149

10.1 選定表の記載事項 .................................................................................. 149

10.2 X.F..ヘリカルギヤ減速機 ...................................................................... 150

10.3 X.K..べベルヘリカルギヤ減速機 ........................................................... 196

10.4 X.T..べベルヘリカルギヤ減速機 ........................................................... 242

11 寸法表 :水平ギヤ減速機 取付姿勢 M1 ............................................................. 272

11.1 X.F..ヘリカルギヤ減速機 ...................................................................... 272

11.2 X.K..ベベルヘリカルギヤ減速機 ........................................................... 290

11.3 X.T.. ベベルヘリカルギヤ減速機 ........................................................... 306

12 寸法表 :垂直ギヤ減速機 取付姿勢 M5 ............................................................. 314

12.1 X.F.. ヘリカルギヤ減速機 ...................................................................... 314

12.2 X.K.. ベベルヘリカルギヤ減速機 ........................................................... 326

13 寸法表 :直立ギヤ減速機　取付姿勢M4 .......................................................... 338

13.1 X.F.. ヘリカルギヤ減速機 ...................................................................... 338

13.2 X.K.. ベベルヘリカルギヤ減速機 ........................................................... 350

13.3 X.T.. ベベルヘリカルギヤ減速機 ........................................................... 362

14 寸法表 :オプション ......................................................................................... 370

14.1 ユニバーサルハウジング /HU ................................................................ 370

14.2 ハウジングのボア .................................................................................. 380

14.3 入力軸 /HSST ......................................................................................... 384

14.4 出力軸 /LSST ......................................................................................... 387

14.5 キー溝付き中空軸 X..A .......................................................................... 388

14.6 シュリンクディスク付き中空軸 X..H ..................................................... 390

14.7 スプライン中実軸 X..L ........................................................................... 392

14.8 スプライン中空軸 X..V .......................................................................... 394

14.9 キー無し中実軸 X..R .............................................................................. 396

14.10 オイルエクスパンションタンク /ET - 取付姿勢 M1/M3 ........................ 398

14.11 オイルエクスパンションタンク /ET - 取付姿勢 M4 .............................. 399



ヘリカル /ベベルヘリカルギヤ減速機 X..シリーズ – カタログ 5

目次

14.12 オイルエクスパンションタンク /ET - 取付姿勢 M5/M6 ........................ 401

14.13 シャフトエンドポンプ /SEP .................................................................. 402

14.14 モータポンプ /ONP..-00/M - 取付姿勢 M1/M3 ....................................... 403

14.15 モータポンプ /ONP..-10/M - 取付姿勢 M5/M6 ....................................... 404

14.16 ファン X..F /FAN ................................................................................... 405

14.17 ファン X..K /FAN ................................................................................... 407

14.18 ファン X..K /FAN-ADV ........................................................................... 409

14.19 ファン X..T /FAN ................................................................................... 410

14.20 水冷カバー /CCV ................................................................................... 411

14.21 水冷カートリッジ /CCT ......................................................................... 412

14.22 水冷ユニット /OWC..-00/M ................................................................... 416

14.23 水冷ユニット /OWC..-10/M ................................................................... 417

14.24 水冷ユニット /OWC..-00/S .................................................................... 419

14.25 水冷式強制潤滑ユニット /OWP..-00/M .................................................. 420

14.26 水冷式強制潤滑ユニット /OWP..-10/M .................................................. 421

14.27 水冷式強制潤滑ユニット /OWP..-00/S .................................................. 423

14.28 空冷ユニット /OAC..-00/S ..................................................................... 424

14.29 空冷式強制潤滑ユニット /OAP..00/S .................................................... 425

14.30 オイルヒータ /OH .................................................................................. 426

14.31 トルクアーム /T ..................................................................................... 431

14.32 トルクアーム /T-HH ............................................................................... 432

14.33 中実軸付きフランジ取付 B14 /F ............................................................ 433

14.34 中空軸付きフランジ取付 B14 /F ............................................................ 434

14.35 中実軸付きフランジ取付 B5 /F .............................................................. 435

14.36 中空軸付きフランジ取付 B5 /F .............................................................. 436

14.37 フランジカップリング /FC .................................................................... 437

14.38 バックストップ X.F.. /BS ...................................................................... 438

14.39 バックストップ X.K.. /BS ...................................................................... 441

14.40 バックストップ X.T.. /BS ...................................................................... 444

14.41 IEC-モータアダプタ /MA ...................................................................... 446

14.42 検油棒 /OD ............................................................................................. 473

14.43 オイルドレンバルブ /ODV ..................................................................... 475

14.44 オイルレベルゲージ /OLG ..................................................................... 476

15 全国サービスネットワーク .............................................................................. 477

16 略号凡例と索引 ................................................................................................ 478

16.1 略号凡例 ................................................................................................. 478

16.2 索引 ........................................................................................................ 479

安全と保証に関するご確認事項 ....................................................................... 482



SEW-EURODRIVEグループ 

はじめに 

6 ヘリカル /ベベルヘリカルギヤ減速機 X..シリーズ – カタログ

SEW-EURODRIVEグループ 

はじめに 1 

1 はじめに
1.1 SEW-EURODRIVEグループ

世界各地で活動
Driving the world – あらゆる分野、あらゆる用途のための革新的なドライブソリュー
ション SEW-EURODRIVE の製品とシステムは世界各地で使用されています。自動車
工業、建築資材工業、食品嗜好品工業、金属加工業、どんな分野であれ「made by

SEW-EURODRIVE」の駆動技術は、機能安全性と革新技術を提供します。
弊社は現代の全ての重要な分野で支持されているだけでなく、世界規模で活動してい
ます :48カ国に 78の組立工場を持ち、総合的なサービスを提供、品質を追求し続けて
います。

常に最適な駆動装置を
SEW-EURODRIVE のユニットシステムは膨大なバリエーションを持ち、最適な駆動
装置を選定し、最善の方法で設置するための最高の前提条件を提供しています : 必要
な回転速度範囲とトルク範囲、設置環境、周囲条件に基づき個別にギヤ減速機とギヤ
モータは、出力範囲がいまだかつてないほど細かく等級分けされており、そのため経
済的に最高の前提条件を提供しています。
ギヤモータの他、インバータ MOVITRAC®、ドライブインバータ MOVIDRIVE®、多軸
サーボコントローラMOVIAXIS®などの電気コンポーネントが、SEW-EURODRIVEの
システムに最善の形で導入されています。メカニック同様、開発、製造、組立の全て
が SEW-EURODRIVE で行なわれています。駆動エレクトロニクスとの組み合せによ
り、弊社の駆動装置は最大のフレキシビリティを達成しています。
低バックラッシュサーボギヤ減速機、コンパクトなサーボモータ、多軸サーボ増幅器
MOVIAXIS® 等のサーボドライブシステムの製品は、精密さと原動力を提供していま
す。単軸または多軸のアプリケーションからプロセスの同期進行に至るまで、SEW-

EURODRIVE のサーボドライブシステムは、フレキシブルかつ固有のアプリケーショ
ンの実現を可能にします。
経済的な分散設置型据付のために、SEW-EURODRIVE は分散設置型駆動システムの
コンポーネントも提供しています。例えば、MOVIMOT® –インバータ内蔵のギヤモー
タ、またはMOVISWITCH® –スイッチ機能と保護機能を内蔵したギヤモータなどです。
独自開発のハイブリッドケーブルにより、SEW-EURODRIVE は、プラント哲学やプ
ラント規模に左右されない経済的で機能的なソリューションを実現しています。
SEWEURODRIVEの最新開発 :MOVITRANS® –非接触給電システムコンポーネント、
MOVIPRO® –分散型の駆動制御装置、MOVIFIT® –新しい分散型インテリジェンス
パワー、品質、頑丈さが一体化された標準品 :SEW-EURODRIVEでは、大きなトルク
を持つ工業用ギヤ減速機が非常に大きな動きを実現しています。さらにユニット方式
の採用により、工業用ギヤ減速機を様々な使用条件に最適に適合させられます。

理想的なパートナー
世界規模での活動、広範にわたる製品群、幅広いサービスが、SEW-EURODRIVEを、
あらゆる分野、あらゆる用途で - 要求度の高い駆動システム問題を解決する際の機械
製造やプラント建設の理想的なパートナーにしています。
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SEW-EURODRIVEの製品とシステム 

はじめに 

1

1.2 SEW-EURODRIVEの製品とシステム

SEW-EURODRIVEの製品とシステムは、4つの製品グループに分類されます。4つの
製品グループ :

1. ギヤモータとインバータ
2. サーボドライブシステム
3. 分散型駆動システム
4. 工業用ギヤ減速機

次の表は、製品とシステムがどの製品グループに属するかを示しています。:

1.ギヤモータとインバータ

ギヤ減速機 /ギヤモータ モータ インバータ

• ヘリカルギヤ減速機 /ヘリカ
ルギヤモータ

• フラットギヤ減速機 /フラッ
トギヤモータ

• ベベルギヤ減速機 /ベベルギ
ヤモータ

• ウォームギヤ減速機 /ウォー
ムギヤモータ

• Spiroplan®-マイターギヤ
モータ

• 懸架式鉄道用駆動装置
• ギヤ回転フィールドマグ
ネット

• 極変ギヤモータ
• 可変ギヤ減速機 /可変ギヤ
モータ

• アセプティックギヤモータ
• ATEX-適合ギヤ減速機 /ギヤ
モータ

• ATEX-適合の可変ギヤ減速機
/可変ギヤモータ

• 非同期三相交流モータ /三相
交流ブレーキモータ

• 極変三相交流モータ /三相交
流ブレーキモータ

• 省エネルギーモータ
• 防爆型三相交流モータ /三相
交流ブレーキモータ

• 回転フィールドマグネット
• 単相モータ /単相ブレーキ
モータ

• 非同期リニアモータ

• インバータMOVITRAC®
• ドライブインバー
タMOVIDRIVE®

• インバータ用の制御オプショ
ン、技術オプション、およ
び、通信オプション

2.サーボドライブシステム

サーボギヤ減速機 /

サーボギヤモータ
サーボモータ サーボドライブインバータ /

サーボ増幅器

• 低バックラッシュサーボプラ
ネタリギヤ減速機 /プラネタ
リギヤモータ

• 低バックラッシュサーボベベ
ルギヤ減速機 /ベベルギヤ
モータ

• 防爆型サーボギヤ減速機 /
サーボギヤモータ

• 非同期サーボモータ /サーボ
ブレーキモータ

• 同期サーボモータ /サーボブ
レーキモータ

• 防爆型サーボモータ /サーボ
ブレーキモータ

• 同期リニアモータ

• サーボドライブインバータ
MOVIDRIVE®

• 多軸サーボコントローラ
MOVIAXIS®

• サーボコントローラとサーボ
ドライブインバータ用の制御
オプション、技術オプショ
ン、通信オプション

3.分散型駆動システム

分散型駆動 通信と据付 非接触給電

• MOVIMOT®-インバータ内蔵
ギヤモータ

• MOVIMOT®-インバータ内蔵
のモータ /ブレーキモータ

• MOVISWITCH®-スイッチ機
能と保護機能を内蔵したギヤ
モータ

• MOVISWITCH®-スイッチ機
能と保護機能を内蔵したモー
タ /ブレーキモータ

• フィールドバスインター
フェース

• 分散設置用ジャンクション
ボックス

• MOVIFIT®-製品ファミリー
– MOVIFIT®MC、以下の制
御用
MOVIMOT®-駆動装置

– MOVIFIT®SC、電子モー
タスイッチ内蔵

– MOVIFIT®FC、インバー
タ内蔵

• MOVITRANS®-システム
– エネルギ供給用固定コン
ポーネント

– エネルギ受入用可動コン
ポーネント

– ラインコンダクター、
および据え付け部品
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製品とシステムに加えて、SEW-EURODRIVEは広範囲のサービスを提供しています。
サービスの例 :

• 技術アドバイス
• ユーザーソフトウェア
• 講習会とトレーニング
• 包括的な技術文書
• ワールドワイドなお客様サービス
ホームページをご覧ください :

www.sew-eurodrive.com

ホームページで各種情報とさまざまなサービスについてご確認いただけます。

4.工業用ギヤ減速機

ヘリカルギヤ減速機とベベルヘ
リカルギヤ減速機
• 製造シリーズ　X
• 製造シリーズ　MC
• 製造シリーズ　ML

ヘリカルギヤ減速機、ベベルヘリ
カルギヤ減速機、プラネタリギヤ
減速機
• 製造シリーズ P（プラネタリ
ギヤモータとしても）

• 製造シリーズ　PMC

ドライブパッケージ
• 以下と組み合せたソリュー
ション
-スイングベース
-ギヤモータ
-モータ
-カップリング
-ドラムおよびディスクブ
レーキ

-潤滑システム

-ベルトドライブ、バケット
コンベヤ、破砕機、冷却塔、
クレーン装置など

製品グループにまたがる製品とシステム

• 操作ターミナル
• 駆動関係の制御システムMOVI-PLC®
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1.3 著作権
© 2013 – SEW-EURODRIVE.All rights reserved.

取扱説明書の全てまたは一部を複製、変更、配布、または他の目的で使用することは
禁止されています。

1.4 注意事項の構成
このカタログの注意事項は次のように構成されています：

1.5 重要な注意事項
以下の点にご注意ください：

絵文字 警告記号 意味

注記 役に立つ指示とアドバイス :
駆動システムの取り扱いを容易にします。

注記
• カタログの図は範例です：最終的なサイズに関しては、SEW-EURODRIVE まで
お問い合わせください。

• オイル量のデータは概算値です。重要なのは、オイルレベルゲージまたは検油棒
のオイルレベルマークです。

• ギヤ減速機は通常はオイルの封入なしで出荷されます。
• オイルの粘度と種類は銘板に記載されています。
• 記載されている重量は概算値です。
• 回転部品は、間違って接触しないように、お客様で保護対策を講じてください。
使用する国で有効な安全規定を遵守してください。


