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ギアポンプユニット
シングルライン集中潤滑システム用

 
MFEユニットはシングルラインの集中潤

滑システムにおいて間欠的に潤滑油を供

給する為に使用するものです。標準の仕

様はモーター付ギアポンプ、潤滑油用金

属タンク（3, 6, 15, 30L）、潤滑油の下限

を検知するフロートスイッチです。

標準仕様以外の特殊タイプについては営

業員までお問合せ下さい。

MFE2/5-BW3-N114 MFE2/5-BW6-N114
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Zahnradpumpen-Aggregat
MFE5-BW7-S62

Dosiereinheit 
Baugruppe 320

Kolbenverteiler 
Baugruppe 340

Messanschluss Druckschalter
Baureihe DS-W 
min. Druck

Druckschalter 
Baureihe DS-W 
max. Druck

Dosierungen in 1/100 cm³

S

自動車メーカー向けシングルライン潤滑システム例

システムの仕様：

・ ギアポンプユニット

・ 6Lタンク

・ ピストン分配器340シリーズ

・ 計量ユニット320シリーズ

・ 圧力スイッチDS-Wシリーズ（昇圧及び脱圧検知用）

計量： 1/100 cm3

ギアポンプユニット                                                                                            
..MFE5-BW7-S62

ピストン分配器                                                                                     
..340シリーズ

計量ユニット                                                                                            
..320シリーズ

圧力スイッチDS-W                                                                                       
..最高圧力

圧力スイッチDS-W                                                                                       
..最低圧力

測定の接続口                                                                         
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  MEタイプ：タンク別置型ギヤポンプユニット

注文番号： ME5

  MFEタイプ：タンク組込型ギアポンプユニット

注文番号： MFE5

ご注文の際にはご希望の電圧と周波数を

指示して下さい。

水平の取付姿勢の場合は特殊シールが必

要ですのでご注意下さい。

図 1 図 2

図 4図 3
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S = 吸込口 
P = 吐出口 
R1 (ME5)  リリーフ及び制圧弁からの
 

=
R2 (MFE5)  オイル戻り

動作原理について

油圧機能はMEとMFEは変わりがありません

オイルはSポートから吸込んで、圧力によって回路を通ってPの

方向に流れます。油圧でバルブVが閉まり、バルブE3を開きま

す。同時にバルブE1が閉まります。エアを吸込みした場合（タ

ンク中の油面が低い場合）、バルブVが開いている間はエア又は

エアが混入したオイルは戻り回路に流れます。バルブCではリリ

ーフオイルが戻り回路に入れます。ポンプユニットが止まると

バルブE1はバネ力で開いて、同時にバルブE3が閉まります。こ

れによってPにかかっているシステム圧力をバルブE1から開放

します。しかし、バルブE2で設定された圧力だけが残ります。

この圧力開放はピストン分配器の正常に動作させる為に必要で

す。

圧力開放のプロセスは図4を参照して下さい。

設計上の違いについて

MEの場合は長いプラグネジD1は戻り回路のR2をブロックしま

す。バルブV, C, E1から戻るオイルはR1ポートを通じて別設置に

なっているオイルタンクに流れます（図1・2）。

MFEの場合は短いプラグネジD2は(MEのD1プラグネジと違って)
R2ポートが開いているままです。外部ポートR1は別のプラグで

閉めます。戻り回路のR2ポートはネジ接続がなく、直接オイル

タンクに戻ります。

図 5

モーターの仕様

タイプ......................................................................三相モーター
運転モード.............................................................S1, 100%
絶縁等級.................................................................B種
定格周波数.............................................................50/60Hz
電圧..........................................................................AC 200-220/380V
定格電流.................................................................0.52/0.30A
定格出力.................................................................0.075kW
定格回転数.............................................................2700/3200mm-1

 MFEポンプの仕様

MFE2

吐出量......................................................0.2L/min
吐出圧力.........................................................連続2.0MPa
　　　　　.....................................................間欠2.7+0.1–0.2MPa
許容粘度.........................................................20～2000mm2/s
吸込み高さ.....................................................500mm
吸込みネジ.....................................................M14x1.5
吐出口ネジ.....................................................M14x1.5

MFE5

吐出量.............................................................0.5L/min
吐出圧力........................................................連続2.0MPa
　　　　　....................................................間欠2.7+0.1–0.2MPa
許容粘度........................................................20～1000mm2/s
吸込み高さ....................................................500mm
吸込みネジ....................................................M14x1.5
吐出口ネジ....................................................M14x1.5

０リング48x3

電線接続
　ø4～11
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MFE2/5-BW3-N114

フロートスイッチWS

仕様

ポンプ：
吐出量..........................0.2L/min(MFE2)
......................................0.5L/min(MFE5)
吐出圧力......................max.2.7 +0.1-0.2MPa
使用粘度............MFE2:20～2000mm2/s
             .............MFE5:20～1000mm2/s

モーター：
電圧.............................AC 220/380V  
定格周波数..................50/60Hz

タンク容量：
全油量..........................約2.7L
有効油量......................約1.7L

フロートスイッチ：
取付位置.......................垂直
スイッチ形式..................マグネット作動式
ガス封入開閉型スイッチ
接点...............................1C
スイッチ数.....................1
電圧...............................max.230V
電流...............................max.1A
接点容量.......................60VA 40W
使用温度範囲…….........-10℃～+80℃
保護仕様……………........IP65
電線取出口の形式.......G1/2
キャップと共に90°ずつ回転可能
ソケット部端子形式......棒端子用

系統図

OUT

M
液面がスイッチ作動面に達した時、
接点１と２が開き、接点１と３が閉じる
When the liquid drops to the minimum level,
contact 1-2 opens and contact 1-3 closes.
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MFE2/5-BW6-N114

仕様

ポンプ：
吐出量..........................0.2L/min(MFE2)
......................................0.5L/min(MFE5)
吐出圧力......................max.2.7 +0.1-0.2MPa
使用粘度............MFE2:20～2000mm2/s
             .............MFE5:20～1000mm2/s

モーター：
電圧.............................AC 220/380V  
定格周波数..................50/60Hz

タンク容量：
全油量..........................約5L
有効油量......................約3L

フロートスイッチ：
取付位置.......................垂直
スイッチ形式.................マグネット作動式
ガス封入開閉型スイッチ
接点...............................1C
スイッチ数.....................1
電圧...............................max.230V
電流...............................max.1A
接点容量.......................60VA 40W
使用温度範囲…….........-10℃～+80℃
保護仕様……………........IP65
電線取出口の形式.......G1/2
キャップと共に90°ずつ回転可能
ソケット部端子形式......棒端子用

フロートスイッチWS
系統図

OUT

M
液面がスイッチ作動面に達した時、
接点１と２が開き、接点１と３が閉じる
When the liquid drops to the minimum level,
contact 1-2 opens and contact 1-3 closes.
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MFE2/5-BW15-N211

系統図

仕様

ポンプ：
吐出量..........................0.2L/min(MFE2)
......................................0.5L/min(MFE5)
吐出圧力......................max.2.7 +0.1-0.2MPa
使用粘度............MFE2:20～2000mm2/s
             .............MFE5:20～1000mm2/s

モーター：
電圧.............................AC 220/380V  
定格周波数..................50/60Hz

タンク容量：
全油量..........................約9L
有効油量......................約6L

フロートスイッチ：
取付位置.......................垂直
スイッチ形式.................マグネット作動式
ガス封入開閉型スイッチ
接点...............................1C
スイッチ数.....................1
電圧...............................max.230V
電流...............................max.1A
接点容量.......................60VA 40W
使用温度範囲…….........-10℃～+80℃
保護仕様……………........IP65
電線取出口の形式.......G1/2
キャップと共に90°ずつ回転可能
ソケット部端子形式......棒端子用

フロートスイッチWS

OUT

M
液面がスイッチ作動面に達した時、
接点１と２が開き、接点１と３が閉じる
When the liquid drops to the minimum level,
contact 1-2 opens and contact 1-3 closes.
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MFE2/5-BW30-N211

仕様

ポンプ：
吐出量..........................0.2L/min(MFE2)
......................................0.5L/min(MFE5)
吐出圧力......................max.2.7 +0.1-0.2MPa
使用粘度............MFE2:20～2000mm2/s
             .............MFE5:20～1000mm2/s

モーター：
電圧.............................AC 220/380V  
定格周波数..................50/60Hz

タンク容量：
全油量..........................約31L
有効油量......................約24L

フロートスイッチ：
取付位置.......................垂直
スイッチ形式.................マグネット作動式
ガス封入開閉型スイッチ
接点...............................1C
スイッチ数.....................1
電圧...............................max.230V
電流...............................max.1A
接点容量.......................60VA 40W
使用温度範囲…….........-10℃～+80℃
保護仕様……………........IP65
電線取出口の形式.......G1/2
キャップと共に90°ずつ回転可能
ソケット部端子形式......棒端子用

フロートスイッチWS 系統図
OUT

M液面がスイッチ作動面に達した時、
接点１と２が開き、接点１と３が閉じる
When the liquid drops to the minimum level,
contact 1-2 opens and contact 1-3 closes.

 



シングルライン集中潤滑システム用ギアポンプ

9LS-0003-JA

メモ
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メモ
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Dieser Prospekt wurde Ihnen überreicht durch:

Bestell-Nummer: 1-1202
Änderungen vorbehalten! (07/2009)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung gestattet. Die 
Angaben in dieser Druckschrift werden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtig
keit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden 
irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar 
aus der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen ergeben.

Alle Produkte von VOGEL dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet  
werden. Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind  
zusätzlich die darin enthaltenen, gerätespezifischen Bestimmungen und 
Angaben anzuwenden.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefährliche Stoffe jeglicher Art,  
vor allem die Stoffe die gemäß der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz 2  
als gefährlich eingestuft wurden, nur nach Rücksprache und schriftlicher  
Genehmigung durch VOGEL in VOGEL Zentralschmieranlagen und Kompo
nenten eingefüllt und mit ihnen gefördert und/oder verteilt werden dürfen.

Alle von VOGEL hergestellten Produkte sind nicht zugelassen für den Einsatz 
in Verbindung mit Gasen, verflüssigten Gasen, unter Druck gelösten Gasen, 
Dämpfen und denjenigen Flüssigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulässigen 
maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar über dem normalen  
Atmosphärendruck (1013 mbar) liegt.

Kompetenzzentrum für Industrieschmierung

Willy Vogel Aktiengesellschaft 
SKF Lubrication Solutions 
Motzener Straße 35/37 · 12277 Berlin · Deutschland 
PF 970444 · 12704 Berlin · Deutschland 
Tel. +49 (0)30 720020 · Fax +49 (0)30 72002111 
info@vogel.skf.com · www.vogelag.com

© SKF Gruppe 2009 
® SKF und VOGEL sind eingetragene Warenzeichen der SKF Gruppe.

このカタログをお渡しした担当者:

注文番号 LS-0003-JA

無断転載を禁ずる

このカタログの内容については、技術的進歩及び改良に対応するため製品の外観、仕様などは

報告なしに変更することがあります。なお、カタログの作成には正確を期するために細か心の

注意を払いますが、誤記説漏による損害については責任を負いかねます。
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ご注意

SKF の各製品はこのカタログ、又は、他の資料で説明した目的範囲外にて、使用しないで下さい。

納入製品に取扱説明書が付いている場合、取扱説明書による指示に従うようにして下さい。

集中潤滑システムにおいては適応しない潤滑剤もあります。SKF は集中潤滑システムに対して

潤滑剤の適応性を確認する為のテストサービスを提供いたします。

SKF の潤滑システム及びコンポーネントはガス、液状ガス、溶液による圧縮ガス、また、蒸気

圧力が通常の気圧 (1013hPa) に対して最高許容温度の時 0.05Mpa を超える液体に対応しません。

危険性がある材料、特にEC Directive 67/548/EEC,Article 2, Par.2による危険材料を使用する場合は、

SKF からの証明書が必要です。

日本エスケイエフ株式会社

潤滑ビジネスユニット

578-0903

大阪府東大阪市今米 1-15-22

Tel.: (0)72-964-3551  

Fax: (0)72-964-1619

www.skf.jp/lubrication

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

© SKF Group 2013

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be 

reproduced (even extracts) unless prior written permission is granted. Every care has 

been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no 

liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential 

arising out of the use of the information contained herein.
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