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I-32 寿命

  寿命について
当社製品の寿命は、お客様の装置の保守・点検時期を決める際に
おいて重要な要素と考えます。以下にそれぞれの製品における寿
命の考え方についてご説明します。なお、寿命につきましては保
証値ではありませんので保守・点検の目安としてご利用ください。

■モーターの設計寿命
モーターの設計寿命を大きく左右するものが、軸受の寿命です。
軸受の寿命は、以下の2種類で表すことができます。

①グリースが熱により劣化するグリース寿命
②転がり疲れによる機械的寿命

モーターではほとんどの場合、軸受に加わる荷重に起因する機械
的寿命の影響よりも、発熱によるグリース寿命への影響が大きい
ため、①のグリース寿命が支配的となります。
この軸受グリース寿命に最も影響を与える要因は温度であり、寿
命時間が大きく左右されます。このことを簡単に表現したものが
下図のグラフです。
このグラフは、軸受の温度が15˚C上昇するごとに、軸受グリース
寿命が半減するということを表現しています。
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より永くお使いいただくために、モーターの温度を低くする対策
をとっていただけると効果的です。
下表に、各モーターの軸受平均グリース寿命の目安を参考として
示します。

製品 運転条件
軸受平均グリース
寿命の目安時間

[h]

インダクションモーター 運転 ：連続、一方向
トルク ：定格トルク
負荷の種類 ：一様負荷
速度 ：定格回転速度
周囲温度 ：30˚C

30,000

ブラシレスモーター 40,000

サーボモーター モーターケース表面温度
80˚Cで運転した場合 50,000

ステッピングモーター
 ●使用方法や環境条件などの運転条件によって軸受グリース寿命は大きく影響を
受けますので、ご注意ください。

AC小型標準モーター、ブラシレスモーター、
ACサーボモーター
モーターケース表面温度90˚C以下で使用してください。
ステッピングモーター
モーターケース表面温度100˚C以下で使用してください。
使用周囲温度や運転デューティの関係でモーター表面温度が低い
ほど寿命は長くなります。
なおオーバーハング荷重が大きい場合など、まれに機械的寿命が
グリース寿命より短くなる場合があります。

■ギヤヘッドの寿命
ギヤヘッドの寿命は主に軸受の機械的寿命により決まり、動力が
伝達できなくなる状態をいいます。したがって、負荷の大きさ、
負荷の加わり方、使用回転速度により、実際の寿命時間は変化し
てきます。当社ではある一定の条件下での寿命を定格寿命として
定め、実際の使用状態での寿命は、それを基準に負荷の状態など
を考慮して算出します。なお、当社ギヤヘッドの歯面潤滑はグリ
ース潤滑です。注油する必要はありません。

 ●定格寿命
当社では、以下の条件下でのギヤヘッドの寿命を定格寿命と定義
しています。
条件
トルク ：許容トルク
負荷の種類 ：一様負荷
入力回転速度 ：基準入力回転速度
ラジアル荷重 ：許容ラジアル荷重
アキシアル荷重 ：許容アキシアル荷重

表1：各ギヤヘッドタイプの定格寿命

モーター種類 シリーズ ギヤヘッドタイプ
基準入力
回転速度
[r/min]

定格
寿命
［時間］

AC小型標準
モーター

K Sシリーズ
K シリーズ

直交軸ギヤードタイプ

1500

 5000
平行軸ギヤヘッド 10000

BHシリーズ
直交軸ギヤヘッド 10000
平行軸ギヤヘッド  5000

Kシリーズ
直交軸ギヤヘッド

 5000
平行軸ギヤヘッド

TMシリーズ✽ 平行軸ギヤヘッド 10000
SMKシリーズ 平行軸ギヤヘッド

 5000
FPWシリーズ 平行軸ギヤヘッド

スピード
コントロール
モーター

DSCシリーズ
直交軸ギヤードタイプ

1500

 5000
平行軸ギヤヘッド 10000

USシリーズ
直交軸ギヤヘッド

 5000
平行軸ギヤヘッド

BMUシリーズ 平行軸ギヤヘッド

3000 10000
BLEシリーズ
BX シリーズ
BLHシリーズ

平行軸ギヤヘッド
中空軸フラットギヤ
ヘッド

BLAシリーズ 平行軸ギヤヘッド

BHFシリーズ
直交軸ギヤヘッド

1500
10000

平行軸ギヤヘッド  5000

ステッピング
モーター

ARシリーズ
CRKシリーズ

THギヤードタイプ 1500

 5000
PSギヤードタイプ

3000
PNギヤードタイプ
ハーモニックギヤードタイプ 1500

AZシリーズ

TSギヤードタイプ
3000

  5000
PSギヤードタイプ
HPGギヤードタイプ 10000

ハーモニックギヤードタイプ
（□42mm）

1500
 7000

ハーモニックギヤードタイプ
（□60mm） 10000

RK シリーズ

TSギヤードタイプ
3000  5000

PSギヤードタイプ
ハーモニックギヤードタイプ
（□42mm）

1500

 7000

ハーモニックギヤードタイプ
（□60mm、□90mm） 10000

FCギヤードタイプ  5000

CMKシリーズ
2相PKシリーズ SHギヤードタイプ 1500  5000

2相PKPシリーズ SHギヤードタイプ 3000  5000

ACサーボ
モーター NXシリーズ PSギヤードタイプ 3000  5000

 ✽トルクモーター単体と組み合わせる平行軸ギヤヘッドは、基準入力回転速度
1500［r/min］、定格寿命5000［時間］です。
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 ●寿命時間の推定
実際の使用においての寿命時間は使用回転速度、負荷量、負荷の
種類を考慮した次式によって、算出します。また、この寿命時間
は実際に駆動した時間を示します。

　
K1

（K2）3 · f
L（寿命時間）= L1 ［h］

L1：定格寿命時間［時間］
各ギヤヘッドタイプにより表1から決定します。

K1：回転速度係数
表 1に記載してある基準入力回転速度と、実際に使用す
る入力回転速度によりK1を算出します。

基準入力回転速度
使用入力回転速度

K1 =

K2：負荷率
実際に使用するトルクと各ギヤヘッドの許容トルクから
負荷率K2を算出します。

使用トルク
許容トルク

K2 =

慣性体の駆動のようにほとんど起動・停止時のみ負荷が
かかる場合は平均トルクを使用トルクとします。算出方
法は後述します。許容トルクはカタログに記載してある
製品仕様値を示します。

 f：負荷種類係数
次の駆動例を参考に負荷の種類から負荷種類係数 fを決
定します。

負荷の種類 例 負荷種類係数 f

一様負荷 
 · 一方向連続運転
 · ベルトコンベア、
フィルム巻き取り等の負荷変動の少ない駆動

1.0

軽衝撃
 · 頻繁な起動・停止
 · カム駆動、ステッピングモーターによる
慣性体の位置決め制御等

1.5

 中衝撃

 · レバーシブルモーターの頻繁な瞬時正逆運
転および起動・停止

 · ACモーターのブレーキパックによる
頻繁な瞬時停止

 · ブラシレスモーター・サーボモーターによ
る頻繁な瞬時起動・停止

2.0

ご注意
ラジアル荷重、アキシアル荷重の影響について

 ●この寿命時間の推定では負荷率に対し、ラジアル荷重、アキシアル荷重の値も
比例した値で計算しています。したがって、負荷率が50%のときはラジアル
荷重、アキシアル荷重も50%で計算した寿命となります。
 ●負荷率が低く、ラジアル荷重、またはアキシアル荷重が大きいときの寿命はこ
の式で計算した場合よりも短くなります。

 ●平均トルクの求め方
ステッピングモーター、ACサーボモーターの使用においてはイン
デックステーブルやアームの駆動等、慣性体の間欠運転での使用
があります。このような場合は以下のように平均トルクを使用ト
ルクとして考えます。AC小型標準モーター、ブラシレスモーター
による慣性体の駆動は、負荷率を1.0とします。

 ◇慣性体のみの駆動①

慣性体のみの駆動で運転サイクルが長い場合は下図のようにトル
クがかかります。定速時には軸受等の摩擦負荷がかかりますが、
微少のため無視します。

Pa

t　時間

時間

加減速
トルク

定速時トルクは
無視する

平均トルク

P1, P3

トルク

n2

n1, n3

t1 t3t2

回転速度

Pa =
3（P13 × n1 × t1）+（P33 × n3 × t3）
（n1 × t1）+（n2 × t2）+（n3 × t3）

n1、n3は t1、t3領域での平均回転速度です。
上記例の場合は となります。

 ◇慣性体のみの駆動②：アーム等の駆動
アーム等の駆動において、以下のような変動負荷がかかる場合が
あります。例えば、2節アームや垂直方向にアームを駆動させた
場合です。 このような場合は、以下の式のように加減速最大の
75%を平均トルクとします。

t　時間

加減速トルク

平均トルクPa
（Pmaxの75%）

Pmax
トルク

Pa = Pmax × 0.75

 ●運転温度について
ギヤヘッドの温度が上昇すると、軸受の潤滑に影響を及ぼします。
温度が寿命に及ぼす影響は、ギヤヘッドの軸受に加わる荷重の状
況や取付角寸法など多くの要因により傾向が異なります。このた
め、温度の影響を前述の寿命時間の推定計算式に考慮することは
困難です。
次のデータは、ギヤヘッドの軸受に対して温度の及ぼす影響を表
しています。ギヤケース表面温度が55˚C以上において、寿命に影
響する傾向にあります。

ギヤケース温度ファクター

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

ギヤケース温度 [C˚]

温
度
フ
ァ
ク
タ
ー

 ●注意点
条件によっては数万時間の寿命時間となる場合もありますが、あ
くまでも目安とお考えください。
寿命の推定は軸受の寿命の考え方をもとにしたものです。
仕様値を超えての駆動の場合は軸受以外の部品に影響を及ぼす場
合がありますので、カタログに記載してある製品仕様値内でご使
用ください。

■回路製品の寿命
当社回路製品の寿命は、内部に使用しているアルミニウム電解コ
ンデンサにより決まり、周囲温度40˚C環境で連続通電で使用した
場合、寿命5年以上になるように設計しています。（一部機種を除
きます。）
また、一般にアルミニウム電解コンデンサには、「アレニウスの法
則」に従い、下図のように温度が10˚C高くなると寿命は1/2となり、
逆に10˚C低くなると寿命は2倍に延びるという特性があります。
回路製品は、使用環境・運転条件によりこの寿命時間は変わりま
すので、磨耗故障の予防保全のため、下図の曲線をメンテナンス
の目安としてお使いいただくことをおすすめします。
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■電動スライダ・電動シリンダの寿命
電動スライダ・電動シリンダの寿命は一般的に、ボールねじ、ガ
イド、ボールベアリングの転がり寿命に左右されます。ボールの
転動面や転動体に繰り返し応力が作用すると、材料の転がり疲れ
によるフレーキング（金属表面がうろこ状に剥離する現象）が起こ
ります。転がり寿命とは、このフレーキングが発生するまでの寿
命をいいます。
製品の寿命を求める目安として最大仕様（最大搬送質量、最高速度、
負荷モーメントなど）条件で運転した場合の期待寿命を算出してい
ます。

各シリーズの寿命目安
シリーズ リード12mm リード6mm

EASシリーズ 5000km 3000km

EZS シリーズ
（クリーンルーム対応含む） 5000km 3000km

EACシリーズ 5000km 3000km

シリーズ リード90mm リード75mm
SPVシリーズ 5000km 5000km

電動スライダ／シリンダのガイド部の期待寿命は、各シリーズご
とに寿命の目安を設計しております。ガイドにかかる負荷モーメ
ントの計算結果が製品の動的許容モーメントに対して負荷率が1

以上になった場合、期待寿命距離を下まわってしまいます。どの
程度の期待寿命になるかは、下記の式にて確認する事が出来ます。
負荷モーメントの計算は、I-20ページをご参照ください。

∣ΔMP∣
MP

∣ΔMY∣
MY

∣ΔMR∣
MR

期待寿命（km）= 5000km✽×
1 3

 +  + 

 ✽5000kmは電動スライダ／電動シリンダのガイド部の期待寿命となります。

■メンテナンス
電動アクチュエータを安全に効率よく稼動させるためのメンテナ
ンスについて説明します。

 ●点検項目と時期
電動アクチュエータを1日8時間稼動した場合、下表の期間ごとに
点検、メンテナンスを行なってください。
昼夜連続運転、稼働率の高い場合は、状況に応じてメンテナンス
周期を短縮してください。

メンテナンス時期一覧（目安）
機種 点検時期 点検周期

EASシリーズ

始動時

稼動後6か月 以後6か月ごと
EZS シリーズ
EZS シリーズ
クリーンルーム対応
EACシリーズ
DRL シリーズ
ガイド付／ガイドなし 稼動後1週間後 以後1か月ごと
DRL シリーズテーブル付

 ●走行面、しゅう動面のグリース状態確認
電動アクチュエータの走行面、しゅう動面のグリースの状態は、
目視で確認します。表の項目を確認して下さい。
グリースが変色していても走行面に艶があれば潤滑は良好です。

目視確認項目一覧
項目 確認内容 処置

ボール
ねじ軸

塵埃などの異物が付いていな
いか。 異物を取り除いてください。

グリースのつやがなくなった
り、量が減っていないか。

ねじ軸を柔らかい布で清掃
し、グリースをナット滑走溝
に塗布してください。

ガイド
レール

塵埃などの異物が付いていな
いか。 異物を取り除いてください。

グリースのつやがなくなった
り、量が減っていないか。

ガイドレールの両脇のボール
転送溝を柔らかい布で清掃
し、グリースをボール転送溝
に塗布してください。

グリース一覧
項目 ボールねじ ガイドレール／ロッド

EASシリーズ
AFF（THK製）

AFF（THK製）
EZS シリーズ
EZS シリーズ
クリーンルーム対応 AFE-CA（THK製）

EACシリーズ − マルテンプSRL
（協同油脂製）

DRL シリーズ
ガイド付／ガイドなし AFC（THK製） マルテンプPS No.2

（協同油脂製）
DRL シリーズ
テーブル付 AFE-CA（THK製） AFE-CA（THK製）

 ●長期メンテナンスフリーについて
EASシリーズ、EZS シリーズ（クリーンルーム対応は除く）、EAC
シリーズのボールねじナットに潤滑装置QZ（THK製）を装着し、
ボールリテーナー入りのガイド（THK製）を採用しているため、グ
リースのメンテナンス周期を大幅に延長する事が出来ます。

当社の電動スライダ・電動シリンダは、走行試験で期待寿命まで、
メンテナンス無しで問題のない事を確認しております。但し、グ
リースの劣化は運転条件や使用環境に応じて異なります。実際の
使用においては上表を参考にメンテナンスしてください。

■ラック・ピニオン機構製品の寿命
ラック・ピニオン機構の寿命は歯車の機械的寿命により、動力が
伝達できなくなる状態をいいます。
当社ではカタログ仕様値の最大可搬質量かつ速度の最も厳しい条
件での寿命を定格寿命として定めています。したがって、負荷の
大きさ、負荷の加わり方、使用速度により、実際の寿命は変化し
ます。

 ●定格寿命
ラック・ピニオン機構：2000時間
ラック・ピニオン機構： 1千万回往復

（2000時間相当）
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■ファンモーターの寿命
ファンモーターの寿命は、ある期間連続運転したためにファンモ
ーターの送風能力が失われたり、もしくは騒音が大きくなったた
めに使用できなくなった状態をいいます。

ファンモーターの寿命
①回転寿命― 回転速度がある値だけ低下したことにより定義され

るもの
②音響寿命― 騒音がある値だけ増加したことにより定義されるもの

①の回転寿命については、数値的に明確に規定できる上に測定も
容易であり、一般的に寿命といった場合にはこの回転寿命のこと
を表しています。
②の音響寿命では騒音が何dBか増えたときに寿命であると定義し
ますが、最終的判断は使用者の感覚によるもので、使用条件によ
っては規定値に達した後も使用可能な場合もあり、一般的に基準
や寿命時間について示すものはありません。
当社では、ファンモーターの寿命を①の回転寿命によって定義し、
定格回転速度の70%まで低下したことをもって寿命と判定してい
ます。

 ●ファンモーターの軸受寿命
ファンモーターの軸受はボールベアリングを採用していますが、
ここではボールベアリングの寿命について解説します。ファンモ
ーターは軸受に加わる荷重そのものが小さいため、軸受に注入さ
れているグリースの劣化によってファンモーターの寿命が決定さ
れます。
ファンモーターは動力用モーターと比べて、もともと運転・起動
トルクが小さいので、グリースが劣化して潤滑材としての機能が
失われると、軸受の起動トルクおよび動トルクが非常に大きくな
り起動しない場合もあります。グリースが劣化するとファンモー
ターの軸受から発生する騒音が大きくなることから、グリース寿
命によりファンモーターの寿命が左右されることになります。
グリースの寿命を数式で表したものが次式です。

log t = K1 − K2
n

Nmax − K3 − K4
n

Nmax T

t：平均グリース寿命
K1、K2、K3、K4：グリースにより決定される定数
Nmax：グリース潤滑の許容回転数
n：軸受の回転速度
T：軸受の運転温度

この式でわかるのはNmaxが軸受により既に決まっているためグ
リース寿命は温度と軸受の回転速度に依存しているということで
す。しかし、軸受の回転速度については当社の製品のレベルでは
寿命への影響がほとんどなく、 n

Nmax
は一定値となるため、温度

によってグリース寿命が決定さ れることになります。

 ●推定寿命特性
ファンモーターの推定寿命特性を下図に示します。
ここでは小型AC入力ファンモーターMU1238Aタイプについて
示します。

このグラフはファンモーター軸受の定格電圧時の温度上昇値を実
際に測定し、軸受のグリース寿命式により軸受の寿命を推定した
ものです。
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■使用年数と故障発生率の関係
一般に部品の故障形態は下図により知られているように、初期故
障、偶発故障、磨耗故障の3段階に分けられます。
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使用年数と故障発生率の関係

初期故障は製造および検査過程で除去されるよう配慮しておりま
すが、偶発故障は製品の耐用寿命期間内において磨耗が進行する
以前に任意に起こる予期できない突発的な故障で技術的な対策を
たてることが難しく、現時点では統計的な取り扱いに基づく施策
しか取ることができません。
磨耗故障は、劣化の過程や磨耗の結果として耐用寿命期間の終末
付近で発生するもので、故障が時間の経過と共に急激に増加しま
す。この時点で特定の部品を新品と交換することにより、予防保
全の適切化を図ることができます。
（「社団法人日本電機工業会　汎用インバータ定期点検のおすすめ」より抜粋）
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