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Growing Your Mo tion
いつでも、どこでも、
「動き」のニーズに応えるために。
私たちオリエンタルモーターは、
産業、医療、食品、交通など、
さまざまな場面でさまざまな動きが求められるなか、
いつでもどこでも短納期で、すべてを最適な形でお届けできる「標準品」
と

あなたの隣の
オリエンタルモーター
クローズアップ

14 どんな状況でも安定供給を
オリエンタルモーターは、
「オリエンタルモーターレ
ポート」を発行し、社会のニーズに応え、価値を生み
出す持続的な取り組みを報告しています。
全社で取り組んだトピックスをクローズアップし、お
客様、取引先様、地域社会の皆様、社員など、幅広い
ステークホルダーの皆様に当社グループの活動をわか
りやすくお伝えするよう心がけています。

オリエンタルモーターおよび連結関連会社を基本として
います。なお、環境報告関連データは、オリエンタルモー
ターの国内拠点を対象とし、異なる場合はその旨を明記
しています。

さまざまな取り組みを紹介しています。
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この冊子は、いつもお客様と共に世の中の動きに関わり続けていく
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オリエンタルモーターが活躍する架空の街です。
製品がどんなところにありそうか想像してみてください。
イラスト：梁川友世

トップメッセージ

トップメッセージ

常に「動き」に求められるニーズの一歩先を行き、
グローバルな価値創造に大きく貢献する
2018年度の振り返り
産業用精密小型モーターの開発・生産・販売を

2018年度上期は、半導体、スマートフォン、電子部品、AGV関連の活況な設備投資から好調に受注が入り、半期ベースでは

主たる事業とするオリエンタルモーターは、ニーズ

過去最高の実績となりました。品質の均一化やI oT の活用による生産性向上を目的としてグローバルで自働化、ロボット化へ

にあった製品を、短納期ですべてが最適な「標準
品」として世界中にお届けし、バリエーション展開
していくことで新しい価値をお客様に提供し、持
続的で豊かな社会の実現に貢献しています。

のシフトが加速されています。その背景には、労働人口の減少や、人件費の高騰などがあげられます。国によって課題はさま
ざまですが、世界中に広がるこのトレンドに対し、オリエンタルモーターの製品とサービスがいち早く対応できた結果だと考
えています。
下期は、米中貿易摩擦やスマートフォン関連の設備投資減退に起因する世界的な生産調整により受注の勢いは減速しまし
たが、今後の急激な変化にも対応可能な生産体制や設備の見直しを行い、ロスゼロに向けた活動を積極的に進めました。

時代とともに変化するお客様ニーズにお応えする
お客様のニーズは、装置や機器の「動き」に対してだけではなく、新たな変化が現れ始めています。これまで装置や機器
の設計はお客様自身で行うことがほとんどでしたが、働き方改革や業務の生産性向上が求められる中では、可能な限りア
ウトソーシングして設計時間を短縮していく方向へと変わってきています。そのため、今後は装置や機器に取り付けるモー
ターだけでなく、装置全体のさまざまな動きをコントロールする仕組みを提案していく必要があります。
オリエンタルモーターは、これまでもいち早くニーズをとらえ、モーターを速度制御するコントロールパックや、位置制
御するドライバ、モーターと機構を組み合わせて回転から直線運動をつくる電動アクチュエータ、ファンモーターなど、モー
ターを中心とした製品開発をしてきました。今後はさらに一歩進めて、周辺機器やソフトプログラムを含めた「動き」全体を
システムとして提供していくことに挑戦したいと考えています。

グローバルに「標準品 」
を広げる
2018年度は、タイのアユタヤ、チョンブリとドイツのベルリンに営業所を追加しました。アジアでは新しい提案が受け入
れられやすく、今後ますます伸びていく地域だと感じています。アジア戦略が今後の成長の鍵となる中、台湾とシンガポー
ル出身のリーダーが執行役員に就任しました。２人が若い海外現地の社員にビジネスの仕方を伝えていくことで、社員も
会社も成長すると考えています。欧米は、工場での予防保全やロボット化も進んでいます。しかし、未開拓のマーケットも
代表取締役執行役員社長

数多く存在しています。
「お客様の声に耳を傾け、ニーズにあった製品をいつでもどこでも短納期ですべてが最適な『標準
品』としてお届けし、バリエーション展開していく」というビジネススタイルを海外にも浸透させていくことで、グローバル
での成長につなげていきます。

会社と社員の幸福を同時達成することで持続的に価値を生み出す
会社が持続的に成長するには、社員が生き生きと働くことができる環境であることが最も重要です。2018年度は受注
の変動が大きな場合でも安定した供給を実現し、かつ社員1人ひとりが仕事の進め方を見直すことで、労働時間の増加を
抑制できました。社員の創意工夫は会社の命の源ともいえます。
オリエンタルモーターには、自由にやりたいことができる環境があります。1人ひとりが生き生きと働き、全員が活躍する
ことで業績が向上し、それがまたやる気につながるという好循環が、社会への持続的な価値の提供につながっていると確
信しています。
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あ な た の 隣 の オリエンタルモーター

あなたの隣の
オリエンタルモーター

「 動き 」
に求められることは時代とともに変化・進化し続けています。
オリエンタルモーターは、時代のニーズに応えることで、
人々の暮らし、モノづくりの現場、社会のさまざまな場所で、問題を解決し価値を生み出しています。
ここでは、オリエンタルモーターの製品が、例えばどんなところで活躍しているのか、
その一部をご紹介します。

医療・分析機器

環境設備

CT装置

電子顕微鏡

太陽光発電

MRI装置

薬剤分包機

電気自動車の充電スタンド

義歯製造装置

レントゲン装置

風力発電

血液分析装置

農業・漁業機械

街なかで

水耕栽培ベッド

アミューズメント施設や
博物館などの展示・体験装置

精米機

回転寿司高速レーン

選別機

監視カメラ

播種機

セキュリティゲート
プラネタリウム
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交通・金融機器

ファクトリーオートメーション

ATM

紙折機

搬送コンベア装置

ETC

計量器

半導体製造装置

計数機器

食品加工装置

分析機器

自動改札機

成形機

包装機

電車のシート回転装置

洗浄機

無人搬送台車
（AGV）

ホームドア

電子部品製造装置

冷却装置
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Close-UP 1
クローズアップ

求められる
「モーション」
を実 現するために
社会環境と
テクノロジーの進化への対応
近年の日本における最大の社会課題の1つが人手不足です。多

求められる﹁モーション﹂を実現するために

近年大きく変化してきている
「モーション
（動き）
」
に求められること。
オリエンタルモーターは、社会やお客様が真に求めているものは何かを常に考えることで
「モー ション」
を生み出しています。

「ほしかったのはこれだ！」
大きな反響を呼んだデモンストレーション
オリエンタルモーターの主力製品の1つであるハイブリッド制御システム

AZシリーズは、位置や温度、電圧、負荷、

くの産業界がその状況を克服するための自働化に取り組んでいま

走行距離など情報のモニタリングが可能で、さまざまな上位制御機器メーカーのシステムに対応しています。この

す。一方でテクノロジーはここ数年で劇的な進化を遂げています。

AZシリーズを搭載した2種類のデモ機が、2018年に出展した展示会で大きな反響を呼びました。

このような背景から、
お客様のやりたいことは、AIやロボット技術を
駆使した、人の代替となる複雑な動きへと高度化しています。

【7軸多関節ロボット】

工場のIoT化や生産の自動化によって変化するモーターへの

【パラレルリンクロボット】
パラレルリンク機構を

ニーズに対し、
オリエンタルモーターは、お客様が使いやすい製品

採 用した 、ピッキング 作

を幅広く取りそろえることで、
社会課題の解決に貢献しています。

業に適したロボットです。
AZシリーズを3
軸使用し、同期させなが
らの高速で正確な動きに
加え、装置の小型・軽量化

オリエンタルモーターフェアでのデモンストレーション

を実現しています。

Action2018

お客様の期待や課題を
表出させる情報提供

ロボットを自作したいお客様に向けた、多関節の構造がわ
かる7軸ロボットです。

AZシリーズを7軸全てに使

用し、各軸が連携した正確な動きと、グリッパのやわらかな
把持力が見どころです。

2018年度は、カタログ、パンフレット、WEBコンテンツなどを
活用したお客様への情報提供において、製品の特徴、価格、納期
などの情報に加え、アプリケーションやソリューションを提案し、
オリエンタルモーターが
「モーション」
で実現できることを伝えて
きました。その結果、お客様のニーズが顕在化し、モーターという
製品からモーターが創り出す動き全体のソリューションへ移行し

※ こちらから
動画をご覧
いただけます。

つつあることがわかりました。

※ こちらから
動画をご覧
いただけます。

第3回ロボデックスロボット開発・活用展

Action2018

NEXT Action

実際に目で見る
「モーション」
でニーズを導き出す

次代のモーターメーカーの道を行く 〜「モーション」を提案するメーカーに〜

デモンストレーションも大きく進化させました。モーターの特徴をお見せするだけでなく、
アプリケ―ションと連動することでどのような
「モーション」
が可能になるのかを見ていただくデモ機に変化させました。デモンストレーション機器の製作台数を大幅に増やすとともに、
国内だけでなくアメリカ、
ヨーロッパ、アジアに展開することで、
より多くのお客様にオリエンタルモーターが実現できる
「モーション」
を

社会環境の変化、テクノロジーの発展に伴い、お客様が求める
「モーション」の進化はとどまることはありません。お客様の望む
「モーション」
を実現するため、オリエンタルモーターはこれからも幅広いニーズを的確にとらえた製品開発とサービスの提供を続
けていきます。

知っていただくことができました。
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クローズアップ

Close-UP 2

アジアが一体となってお客様に 新しい
「動き」
を提案する

アジアが一体となってお客様に新しい「動き」を提案する

2018年に誕生した台湾とシンガポール出身2人の執行役員が中心になって、
アジア全域でオリエンタルモーターのビジネスを広げています。

考え方を共有できる社員の育成と企業 価値を伝える情報発信が差別化につながる
オリエンタルモーターの考え方を
共有できる人財の育成
ー お客様満足度向上のために、重要なことは何でしょうか。
オリエンタルモーターはアジアでも、品質が良く納期が安定

「動き」
を体験できるモーターフェアで
お客様の課題を解決
ー 2018年度で最も成果のあった取り組みは何でしょうか。
情報発信の取り組みの1つがプライベート展示会であるオリ

しているメーカーという評価を受けています。商品、納期、情報、

エンタルモーターフェアです。製品の特徴を見せるだけではな

サービスなどさまざまなニーズに的確に対応することが、お客

く、オリエンタルモーターが実現できる
「動き」
を見せる展示会

様からの信頼につながっています。お客様の満足度をさらに向

は台湾では前例のないものでした。お客様は実際に
「動き」
を体

上させるためには、社員1人ひとりがオリエンタルモーターの考

感することで、業務課題に対する具体的なイメージを抱くことが

え方や文化を理解することが必要です。アジアの拠点は若い社

できます。この全く新しいスタイルの展示会は、準備段階から大

員が多いことが特徴で、経験は少ないですがその分、伸びしろは

きな期待が寄せられ、非常に多くのお客様にご来場いただき成

大きく、吸収する力も強いと感じています。人財開発はアジアの

功させることができました。デモ機による
「動き」
の体感だけでな

拠点において重要な課題の1つです。毎年継続的に力を入れて

く、各種のセミナーや動画の上映などを通してモーターフェア

取り組み、
「標準品」
の考え方をはじめ自分たちが行うビジネスの

が、お客様が装置の課題を解決するためのヒントを提供する場

中身だけでなく背景、目的までしっかり理解できる教育を行って

であることを理解していただけたと考えています。

います。質の高い教育が優秀な社員を育て、お客様へ品質の高
いサービスの提供ができるように取り組んでいます。オリエンタ

ー さらなるビジネス拡大のために重要なことは何でしょうか。

ルモーターが人を大切にする会社であることも、人財育成を通

オリエンタルモーターを日系企業としてではなくグローバル

して実感してもらえています。

お客様に価値とブランドを伝える
情報発信
ー マーケット開拓のため、
どのような工夫をしていますか。
アジア市場は実に広範囲です。お客様が密集している地域も
執行役員 アジア営業統括部長

劉 李和

ありますが、多くのお客様は点在しています。この広大な地域

企業として評価されたいと考えています。そのためには、適切
な人財が国を越えて挑戦できる環境整備が必要です。人事・労

Voice

情報発信を改善することで
大幅な集客増を達成
TAIWAN
ORIENTAL MOTOR CO., LTD.
営業本部 営業企画部 部長

曾

國晉

2018年度はお客様への情報発信
を強化する取り組みとして、日本と協
力してWEBサイトのリニューアルと
モーターフェアの改善を実施しまし
た。その結果、WEBサイトの状況が
大幅に改善し、多くのお客様に充実した情報をお届けすることが
できました。またモーターフェアも、前回の約3倍のお客様に来場
いただきました。
2018年の成功はゴールではなくスタートです。これからも台湾
で
「標準品」
を広げるため、オリエンタルモーターの考え方に共感
できる人財を育てながら挑戦し続けます。

務面で解決すべき課題はありますが、
アジア拠点での迅速なグ
ローバル展開が期待でき、
やりたいことができる会社であるとい
う評価が定着すれば、人財採用の面で優位になるだけでなく、現
在働いている社員や組織全体のモチベーションアップにつなが
るでしょう。同じ志を持つ仲間を多く増やして、一緒にビジネスを
拡大していきたいですね。

をカバーするには多くの人財が必要ですが、人財の採用が難し
いのは日本と一緒です。限られた人財とパワーをお客様が密集
している地域に効率的に投入することと、販売店の開拓が成長
の鍵を握ります。そしてもう1つ重要なのが、オリエンタルモー
ターのブランディングの強化です。例えば、WEBコンテンツを
充実させることで多くの人にオリエンタルモーターが実現できる
「動き」
を知っていただき、新しいブランドイメージを創り上げる
ことができたと考えています。

台北で開催したオリエンタルモーターフェア
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お客様をお迎えする受付

ソリューション別にコーナーを分けた展示

11

クローズアップ

Close-UP 2

アジアが一体となってお客様に新しい
「動き」
を提案する

アジアが一体となってお客様に新しい「動き」を提案する

アジア全域で連携した生産・物流を行う ことで、オリエンタルモーターブランドをさらに浸透させる
各国メンバーが主体となって
ビジネスを拡大

コミュニケーションを
グローバルに活性化

ー アジアにおける生産体制をどう構築していますか。

ー アジアで成長し続けるために必要なことは何でしょうか。

シンガポールにアジア最初の生産部門が開設されたのが

Voice

アジア全体の良好なコミュニケ―ションを持続させるために、

1982年で、既に37年の歴史があります。現在はアジアにおける

アジアQIC大会を毎年開催するなど、
定期的に交流しています。

生産と物流を担うため、
シンガポールで回路生産、中国の広州で

そのほかにもアジア全体で頻繁に研究会を開催し、
トレンドや

ステッピングモーター生産、物流は台湾とシンガポール、そして

課題を共有して一体となった活動を行っています。その一方で

中国の蘇州に拠点を構えています。また、
シンガポールではオリ

日本とのコミュニケーションをさらに強化するために、2018年

エンタルモーターの回路の36％を生産しています。

度はアジア側からの提案でアジア各拠点のリーダーと日本の生

成長著しいアジアをマーケットとする中で、
ここまでビジネス

産管理部門のリーダーが参加する
「アジア生産管理ミーティン

を拡大できたのは、それぞれの地域に根ざした活動が評価され、

グ」
を開催しました。アジアが日本から学ぶことはまだ多く、
日本

オリエンタルモーターブランドが浸透してきたからだと考えてい

も交えた情報交換をより活発化することで、アジアの生産部門

ます。

をさらに拡大させていきます。

た。それによって他社にはない継続性が生まれています。

執行役員 アジア生産統括部長

Ronnie Tan Kha Kim

製造部 回路製造課 課長

Jasmine Goh
私が担当する回路生産では、
2018年度に受注量が大幅に増
加しました。そのような状況でも
約束した納期を守るため、生産

す姿を目で見えるようにすることで、積極的に多くのアイデア

ー アジアにおけるビジョンを

が生まれました。最も力を入れたのが徹底したムダの削減で

どのようにお考えですか。

す。ラインの移動距離、部品の準備待ちの時間、部品置き場の
改善など小さなムダを無くすことで、1人当たりの工程能力を

モーターは、モーター業界では

アジア全体での効率的な
生産と物流を実現

らは、モーター単体から
「動き」

ー 効率的な生産と物流を実現するための工夫を教えてください。

て、製販一体となってアジア全

多品種の製品全てを1つの生産拠点で作ることはできませ

ASIA PACIFIC PTE. LTD.

効率の向上を目的とした「生産

アジアにおけるオリエンタル

ん。お客様のご注文に迅速にお応えするためには在庫を適切に

ORIENTAL MOTOR

改善プロジェクト」
を発足させました。プロジェクトでは、目指

オリエンタルモーターは早い段階から企業理念やビジネス
モデルを理解した各国のメンバーを中心に事業を進めてきまし

徹底したムダの削減で
工程能力 20％アップを達成

20％アップさせることができました。この好結果を受けて、今

既にトップブランドです。
これか

後も全社員でさらなる改善に取り組んでいきます。

全体を提案できるメーカーとし
域にブランドを広げていきます。

シンガポールの回路製造ライン

社会貢献事例

管理する必要性があり、そこにはリスクも存在します。そこでア
ジア全体で適正な在庫体制を構築するために、2016年度にア

技術学校の卒業記念メダル授与に協賛

ジア在庫研究会を発足させました。各物流拠点のリーダーが集
まりアイデアを出し合った結果は、例えば蘇州の在庫品出荷率

2016年度からNgee Ann Polytechnic School of Engineering,

が約2倍になるという成果となって現れています。また、営業と

Automation & Mechatronic Course の学生が卒業する際のメダル授与に協

物流が密に連携し、在庫の持ち方を工夫することで、
より早く安

賛しています。メダルには社名が刻まれています。同

定して製品をお届けできる体制を実現しています。

校の学生をインターンシップで受け入れるなど協力
関係は広がっており、
このような活動を通して同校卒
業生たちと、将来共に働く仲間、お客様、あるいはビジ
ネスパートナーとして関わり続けることを期待してい
卒業式でメダルを受け取った学生たちと

12
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ます。

社名が刻まれたメダル
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Close-UP 3
クローズアップ

どんな状況でも安定供給を

どんな状況でも安定供給を

社会状況の急激な変化に対応しながら、品質の高い製品を約束通りにお届けするために、
社員１人ひとりが工夫を凝らして安定した供給体制を構築しています。

売上・生産台数と納期遵守率の推移

納期遵守率100％

納期遵守率
99.95％

99.95％

持続的な安定供給を実現するための取り組み

99.96％

納期遵守率

オリエンタルモーターは、お客様と約束した納期を守る こと

1 受注情報をもとにした適正な在庫管理

を大切にしています。それは2018年度上期のような過去最高の
501 億円

588 億円

582 億円

（年度）

2016

2017

2018

2棟

受注、生産となっても変わることはありません。過去3期の納期遵

全国各地のお客様を日々サポートする広範囲な営業ネットワークは、お客様やお

守率は生産台数にかかわらずほぼ100％を維持しています。お客

客様を取り巻く業界の動向をとらえる役割も担っています。活動の中で入手した情

様のご要望に備えて多品種のモーターをご用意し、
ご注文を1台

報を分析した精度の高い受注予測をもとに、お客様から注文をいただいてすぐに生

から承りながら安定供給を可能にしているのは、全社一丸となっ

産することが可能になるように適正な部品在庫管理を行っています。

た創意工夫と、納期を守ることでお客様の期待に応え続けたいと

生産台数の変化

部品在庫管理の効率化を目的として2棟を
竣工した相馬事業所

いう社員１人ひとりの強い思いです。

2 コミュニケーションを重視した調達

取引先様の声
共に進める「働き方改革」

（年度）

2014

2015

2016

2017

2018

できるだけ在庫を持たず、1台からの注文にお応えする生産を実現するためには、
取引先様との協力が欠かせません。日々のやり取りの中で取引先様とコミュニケー
ションを密に交わして信頼関係を構築し、取引先様を取り巻く環境の変化をいち早く
とらえることで安定的な調達を可能にしています。

高松工場 業務部 課長
2交代生産職場の稼働時間変化
2016 年度（17.5 時間稼働）
始業

取引先情報交換会（関東）

葵機工株式会社

働き方の見直しによる成果

橋本 敬介 様

3 QICを基盤とした「働き方改革」
企業文化として根付いている
「QIC ※ 活動」は、全ての社員が、自分たちの職場を

終業

自分たちで良くしていくことを常に考え、実践する活動です。例えば生産現場の動線

早番

将来の変化に対応する柔軟な生産体制や、グローバル

遅番
始業
2017 年度（15.5 時間稼働）
始業

終業

終業

2時間
短縮

早番

な多様化に適合した設備投資など、オリエンタルモーター
様と常に情報を共有しながら、生産活動を続けています。
特に近年の働き方改革という社会的な課題に対し、
「自動
化・自働化」
を進化させ、多様なシャフト生産およびロット
数に対応しています。

遅番
始業

終業

有給休暇取得日数の推移

ことで生産性を向上させ、勤務時間の長時間化を未然に防いでいます。
※ QIC : Quality Improvement Circle

チームで課題解決を目指すQIC活動

4 自働化の推進
製品の生産性や品質の向上を目的として、組立工程の自働化を進め、安定供給に

ワークライフバランスの推進

（日）

を短くすることで数秒の時間短縮を可能にする、
といった地道な活動を積み重ねる

15

努めています。例えば、設備間を搬送装置で連結した自働ラインに部品供給機を加
え、一定時間の自働運転ができるよう整備しました。また、人の動作を補助する協働
ロボットの活用にも積極的に取り組んでいます。

12

オリエンタルモーターは誰もが安心して働ける会社を目指して

6

会社の持続的な発展は望めません。生産台数が増えていた2017
9.9

11.9

12.7

年度、
2018年度も、
社員1人ひとりの創意工夫で生産性向上を図

3
0

部品供給付き自働ライン

います。生産量の増加がそのまま勤務時間増につながるのでは、

9

2016

2017

2018

（年度）

約束した納期を守り続けるために必要な社員教育、設備など全ての体制を整備しています。お客様のご要望、技術、社

り、
「働き方改革」
を進めてきました。その結果、就業時間の短縮、

会環境などが常に変化する中、いつの時代でも安定供給を続けるために、オリエンタルモーターはこれからも新しい取り

有給休暇取得日数増というワークライフバランスがとれた職場環

組みに挑戦し続けます。

境を実現しています。
14
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マネジメント
製品の品質やサービスを通してお客様にご満足いただくこと、企業として環境保全の向上に貢献することを目指したマ
ネジメント体制を構築しています。また、社員が安心して働くことができる環境をつくり、持続的な企業経営を可能とするた
めに法令を順守し、リスクに対応するための活動にも取り組んでいます。

ISO認証による統合マネジメントシステム

経営の指針として「労働安全衛生」
「品質」
「環境」の3つの方針を設けています。すべての役員および社員は、事業活動
における基盤としてこの3方針に基づいた行動をとるように努めています。

ISO 9001および I SO 14001の認証を取得し、統合マネジメントシステムを構築しています。2016年度の更新審査にお
いて、2015年版への移行が完了しています。
ISO 9001

労働安全衛生方針
基本理念
オリエンタルモーター株式会社は、すべての活動において労働安全衛生が重要課題であることを認識し、安全で健康な
「人に優しい企業」を目指して、全員参加で労働安全衛生活動に積極的に取り組みます。
方針
すべての社員が労働安全衛生の課題に積極的に取り組み、実施した結果を踏まえ定期的に課題を見直して、労働安全衛
生の継続的な改善を図ります。
すべての活動において、危険箇所の低減、5Sの徹底、職場環境の整備、防火管理および健康増進活動等を通して、災害お

マネ ジメント

マネジメント方針
マ

ISO 14001

登録日

2005 年 2 月 23 日 ※全社統合での認証取得日

更新日

2018 年 5 月 18 日 ※最新版登録証発行日

登録拠点

鶴岡中央事業所 鶴岡西事業所
高松国分寺事業所 相馬事業所

適用範囲

AC モーター、ブラシレスモーター、ステッピングモーター、サーボモーター、駆動回路、
ファンモーター、ギヤヘッド、電動アクチュエータ、モーター用周辺機器の設計・製造および販売

認証基準

ISO 9001：2015

審査登録機関

一般社団法人 日本品質保証機構（JQA）

認証番号

JQA-QMA15799

つくば事業所 土浦事業所 高松香西事業所
柏事業所（ISO 9001） 東京支社 名古屋支社

大阪支社

ISO 14001：2015

JQA-EM7425

よび事故の低減に努めます。
交通安全活動の展開により、業務および通勤時の交通事故防止に努めます。
労働安全衛生法をはじめ関連する諸法令および社内基準を順守します。また、運用に必要な資格取得を推進し、維持発
展できる体制を目指します。
すべての社員が、幅広い労働安全衛生教育を通して、課題を遂行できる知識の習得と意識の向上に努めます。
制定日：2004年7月7日

改定日：2016年4月1日

品質方針

リスクマネジメント
持続的な企業活動の障害となるリスクを明確にし、それらリスクを排除することで、社会からの信頼および企業価値を損
なうことのないよう取り組んでいます。

事業継続計画（BCP）

危機管理組織図

あらゆる潜在リスクが発生した場合に備え、危機管理

基本理念
オリエンタルモーター株式会社は、お客様のニーズをとらえた製品の開発および標準化に取り組み、安定したモノづくりと、

体制とその他基本事項を危機管理規程として定め、当社

全員がそれぞれの役割に応じた改善活動を継続することで品質向上に邁進します。

内および周辺地域住民の安全確保を図るとともに、製品
の品質確保を図り、企業としての責務を果たすことに取り

方針
すべての社員が、品質の重要性を認識し、それぞれの職場における円滑なPDCAサイクルを通して、継続的な改善を実施します。
お客様の声に耳を傾け、それらを商品やサービスの改善に結びつけ、お客様の満足度向上を目指します。
効率的で運用しやすい品質マネジメントシステムを構築し、お客様に安心していただける品質保証体制を確立します。
品質教育と社員の創意・工夫を重視し、さらなる技能の修得と品質改善に努めます。

基本方針
社員とその家族、来訪者の安全確保を最優先する
企業資産（建物、機械・設備、原材料・製品・半製品等）の
保全を図る

法規制を始めとする社会的要求事項やお客様・取引先様などとの合意事項を順守します。
制定日：1994年1月6日

組んでいます。

改定日：2016年4月1日

業務の早期復旧と継続を図る
各種対応の際は、常に人道面での配慮を優先させる

環境方針

対策の継続的な改善を図る

基本理念
オリエンタルモーター株式会社は、お客様のニーズをとらえた製品の開発および標準化に取り組み、製品のライフサイクル

火災を想定した防災訓練
（2018年11月土浦事業所）

を通して、地球環境の保全のために、事業活動のあらゆる面で環境負荷低減に貢献します。
方針
すべての社員が、事業活動、製品、サービスが環境に与える影響を把握し、環境課題を定めるとともに円滑なPDCAサイク

情報セキュリティの強化
情報システムを安全に活用するために、国内外の拠点

オリエンタルモーターで所有するすべてのパソコンで

製品の省資源・省エネルギー設計、有害物質の削減に取り組み、製品のライフサイクルを通して環境への負荷低減に努めます。

を閉域のネットワークで結び、注文情報や生産情報など

のウイルス対策、社外でのパソコンの利用制限、USBメモ

すべての事業活動において、省資源、資源の有効利用、使用エネルギーの削減、廃棄物の削減を推進します。

主要システムは複数のデータセンターで稼動させること

リーなどの外部記憶媒体へのアクセス制限、スパムメール

法規制を始めとする社会的要求事項を順守し、環境汚染の防止に取り組みます。

で、安全性の高いシステム基盤を構築し運営しています。

対策、社内情報利用の手引きを作成し、継続的に社員教育

また、危険性の高いインターネットとの接続部分も、多層

を行うなど、情報セキュリティ体制も常に見直し、強化して

防御の仕組みにより万全の安全対策を行っています。

います。

ルを通して、継続的な改善を実施します。

地域の環境保護活動に積極的に取り組み、地域社会との共生を図ります。
環境教育と社員の創意・工夫を重視し、さらなる環境負荷低減に努めます。
制定日：1999年8月6日

16

地震を想定した防災訓練
（2019年3月つくば事業所）
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改定日：2016年4月1日
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お客様・取引先様への取り組み
いつでも、どこでもニーズに応えるよう製品やサービスを進化させ、またそれが新しい「 動き 」
へとつながり、人や社会
に価値を提供し続けるために、お客様、取引先様と共に持続的に成長する企業を目指しています。

幅広い分野への貢献を目指す技術開発

装置に求められる小型化、高効率化、予防保全などのニーズを満たすために、装置の駆動源であるモーターも同様の課題

オリエンタルモーターは、幅広いニーズを的確にとらえ、モーター、ギヤ、電動アクチュエータ、回路、ファンなど「動き」
に関

に向き合い、解決する必要があります。オリエンタルモーターは、小型・ハイパワーのモーターや、モーターの状態をモニタす

わるさまざまな製品を研究・開発してきました。これまで培ってきた技術と、必要なときに、必要な製品を、1台から短納期で

る機能を搭載した製品などをリリースし、お客様のニーズにお応えしています。

お届けする体制が、幅広い製品バリエーションとともに、社会に価値をお届けします。

ハイブリッド制御システム

AZシリーズ
バッテリレス アブソリュートセンサ搭載

AC小型標準モーター
三相高効率インダクションモーター

高効率によるモーター発熱低減で連続運転を可能に
オリエンタルモーター独自のクローズドループ制御を採用

KⅡSシリーズ

した

食品機械用H1グリース対応ギヤヘッド

まに、応答性・信頼性を向上させた製品です。

【特徴】
・食品機械用グリース採用
・ステンレスシャフト
・保護等級 IP66

。ステッピングモーターの使いやすさはそのま

モーターの小型化・特性向上の追究
装置の多機能化が進み、1台の装置に搭載されるモー
ター台 数は増加しています。さらに小型で、配線しやす
いモーターが 求められています。ステッピングモーター

ARシリーズは、発熱を低減するためにモーターの

PKPシリーズは、新開発の小型・薄型コネクタを採用し、

電磁鋼板の変更、磁気設計の最適化によって損失を大幅に低

コネクタの低背化とリード線の引き回し自由度の向上を

減することで従来品に比べ消費電力を大幅に削減すること

実現しました。同時にドライバ駆動方式に合わせた磁気

ができました。この高効率の技術を他の製品にも順次展開す

設計の適正化を行い、さらなる高トルク化と振動低減を

ることで、より多くのお客様の課題解決に貢献しています。

達成しました。

発熱低減
高効率化により、モーターの大幅な発熱低減を実現しました

お 客 様・取 引 先 様への取 り 組 み

お客様に高付加価値を提供する技術・製品事例

コネクタ低背化による小型化

新開発 小型・薄型コネクタ

サーモグラフィによる温度分布

コンパクト電動シリンダ

DRシリーズ

従来品

同一条件運転時のモーター外被温度

ステッピングモーター

PKPシリーズ

120
100

【特徴】
・高精度位置決め
・コンパクトサイズ
・豊富なバリエーション

温度 [℃]

【特徴】
・高トルク
・低振動、低騒音
・小型・薄型コネクタ採用

従来品

60

トルク特性

40

0.4
AR66AC従来品

20
0
0

20

40

60

80

100 120 140 160 180
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【特徴】
・可変速
・風量、アラーム表示
・コンパクトサイズ

500

1000

1500

2000

2500

3000

回転速度[r/min]

1200

振動特性

1000
800

消費電力量

45%減

600
400
200
0

【特徴】
・AC三相モーターより小型・軽量・高効率
・高許容トルクギヤ
・高いラジアル荷重・許容アキシアル荷重により
パワフルな運転が可能

0.1

0
0

消費電力量

全速度域トルクアップ

0.2

従来品

AR66AC-

※ 運転条件
・回転速度：1000r/min、負荷率：50%
・使用時間：24 時間運転、365日 / 年（運転 70%、待機 25％、停止 5％）
・電源電圧：単相 200-230V
テクニカルレポート RENGA
「脱調レスステッピングモーターユニット AR シリーズの開発」
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/renga/071119̲1/

新製品
従来品

振動成分電圧[Vp-p]

直交軸中空ハイポイドギヤヘッド

MDシリーズ Vタイプ（可変速）
用
ファンスピードコントローラ

新製品
従来品

0.3

省エネルギーにより消費電力は従来比 45％減 ※

消費電力量 [kWh/年]

BLE2シリーズ

ファン＆サーマルマネジメント

新製品

80

時間 [min]

ブラシレスモーター

新製品

リード線引き回し自由度の向上

従来品

T[N·m]

【特徴】
・機械式多回転アブソリュートセンサを搭載
・モーター情報のモニタ可能
・高信頼性、高効率

0

振動低減の実現

100

200

300

400

回転速度[r/min]

テクニカルレポート RENGA
「PKP シリーズ小型・薄型コネクタ搭載モーターの開発」
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/renga/181213/
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お客様の多様なニーズにお応えするには、必要な技術も多岐にわたります。オリエンタルモーターは、要素技術から生産技
術まで見通す技術体系を構築し、すべての技術者が多様な製品技術に精通することで、お客様の課題を解決しています。

製品の品質は、機能・性能だけでなく、安全性と信頼性を確保することで成り立ちます。オリエンタルモーターでは、より
安全性、信頼性を高めるための体制を整えて製品の開発をするとともに、改善・改良に努めています。

お 客 様・取 引 先 様への取 り 組 み

技術体系図

安全性・信頼性確保の取り組み

Activity Report

技術体系

製品の安全性を保証する試験体制
オリエンタルモーターの製品は、日本の電気用品安全

なって試験を行い、試験技能や施設は試験所マネジメン

法をはじめCEマーキング（EU）、UL規格（米国）、CCC

トシステムに基づいて管理されています。特に製品安全試

強制認証制度（中国）などの国内外の主要な安全規格・

験所は製品の安全性の第三者認証機関であるUL ※3 の試

法令に適合しています。

験所認定を取得することで第三者認証機関と同等の試験

製品の安全性を確実にする取り組みの1つとして、つく
ば事業所と甲府事業所に、安全規格・法令への適合を試

体制を構築しており、厳正かつ客観的な試験結果を保証
しています。

験・評価する製品安全試験所、EMC試験センターを設け

オリエンタルモーターは、これらの取り組みを通し、安

ています。ここでは、製品安全およびEMC（電磁両立性）

心してお使いいただける安全な製品をお客様に提供して

技術者の国際的な資格 iNARTE

※1

製品安全試験所（つくば事業所内）

取得者

※2

が中心と

います。

ドライバの部品故障試験

ローター拘束試験

※1 iNARTE：The International Association for Radio,Telecommunications and Electromagnetics
※2 2019年5月1日現在6名（製品安全エンジニア4名、EMCエンジニア2名）
※3 UL:Underwriters Laboratories, Inc.

製品の信頼性を高めるために
オリエンタルモーターでは、環境試験をするために信頼

この調査解析結果をもとに製品の改善改良を重ねます。

性試験棟内にさまざまな設備を保有し、専任の技術者が試

このように設計評価を繰り返し行うことで製品の信頼性

験を実施します。試験を終えた製品は、狙い通りの耐力を

を高め、安心してお使いいただける製品をお客様に提供し

有しているか入念な調査解析も行います。設計部門では、

ています。

主な所有評価設備
計測
・三次元座標測定機
・画像測定機
・真円度測定機
・表面粗さ輪郭形状測定機

分析
・実体顕微鏡
・金属顕微鏡
・走査型電子顕微鏡（SEM）
・蛍光Ｘ線分析装置（EDX）
・赤外分光光度計（FT-IR）

試験
・高度加速寿命試験機（HAST）
・複合環境試験機
・冷熱衝撃試験機
・塩水噴霧試験機
・恒温恒湿槽
・落下試験機

複合環境試験機
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信頼性試験棟（つくば事業所内）

小型低温恒温槽

金属顕微鏡

走査型電子顕微鏡（SEM）
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いち早くご相談を承り、最適な動きを提案するよう、オ
リエンタルモーターは、世界各地に現地法人・営業拠点を
設計段階や購入前から購入後までのすべての時点で、

展示会／ショールームでの情報提供
展示
イングランド ドイツ
フランス
スペイン

アメリカ
カナダ

スイス

韓国

イタリア
インド

中国

世界各国の展示会に出展

日本

世界各地の展示会に出展しています。展示会のコンセプトに沿った最新製

台湾

タイ

お 客 様・取 引 先 様への取 り 組 み

設けています。

Activity Report

グローバルな営業展開
グ

品を「見て」
「触れて」
「体感」できる場を提供し、お客様の装置課題へのソ

マレーシア
シンガポール
ブラジル

充実したサービスを多様な製品と共にお届けします。

リューションを提案します。
2018年度の主な出展実績
開催地

開催日

日本

ドイツ・ベルリンに営業オフィスを開設

展示会名

1/16-1/18 ロボデックス ロボット開発・活用展

アメリカ

10/14-10/17 Pack Expo International

2018年10月にベルリンオフィスを開設しました。

メキシコ

6/5-6/8 Expo Pack Mexico

オリエンタルモーターヨーロッパは、ドイツのデュッセ

ブラジル

6/26-6/29 FISPAL Tecnologia

● ハンブルグ

ルドルフに本社を置き、イギリス、イタリア、フランス、ス

ドイツ

イス、スペインに拠点があります。これまでドイツでは、

●

ベルリン

ドイツ全域をサポートするために各地に営業所を配置し
てきましたが、ドイツ東部に位置するベルリン地区は、
300km離れたハンブルグからサポートを行っていまし

11/27-11/29 SPS/IPC/DRIVES

イタリア

5/22-5/24 SPS/IPC/DRIVES Italia

UK

9/25-9/27 PPMA

スイス

8/28-8/30 Sindex

中国

● デュッセルドルフ

（本社）

SPS/IPC/DRIVES
（ドイツ）

9/19-9/23 中国国際工業博覧会

台湾

8/1-8/4 台北国際自動化工業展示

た。ベルリンに営業オフィスを開設することにより、広い

韓国

1/23-1/25 SEMICON KOREA

東部エリアをカバーする体制を整えることができます。ま

タイ

6/20-6/23 Assembly & Automation Technology

た、ドイツ全域にバランスよくオフィスを展開することで、

●

マレーシア

フランクフルト

いち早くご相談を承り、最適な動きを提供していきます。

●

ニュルンベルク
●

シュトゥットガルト

5/23-5/26 Metaltech

フィリピン

10/11-10/13 Manufacturing Technology World

ベトナム

7/3-7/6 MTA Vietnam HCM

インドネシア
●

ミュンヘン

12/5-12/08 Manufacturing Indonesia

インド

7/6-7/9 AMTEX Exhibition
台北国際自動化工業展示
（台湾）

ドイツにおける営業展開

プライベート展示会の開催
お客様の近くでプライベート展示会を開催しています。装置のコストダウ
ン、省エネ、設計時間の短縮などに貢献する最新製品をはじめ、多数のデモン
ストレーション機器を体感いただけます。

●

ランプーン

開設したベルリンオフィス

タイに２つの営業オフィスを開設
タイでは、
「タイランド4.0 」、
「 EEC開発 」
など国の経済
政策がスタートし、今後も製造業が成長していくことが予

2018年度の開催実績
開催地

開催数

主な会場

開催地

開催数

主な会場

日本

8回

八王子、静岡、大阪

タイ

6回

バンコク、アユタヤ

ドイツ

1回

ミュンヘン

マレーシア

6回

クアラルンプール

中国

3回

上海、蘇州、東莞

フィリピン

2回

マニラ

●

アユタヤ

台湾

1回

台北

●

バンコク
（本社）

韓国

7回

ソウル、仁川、水原

シンガポール

1回

シンガポール

●

チョンブリ

ベトナム

3回

ハノイ

インドネシア

1回

ジャカルタ

インド

6回

デリー、ムンバイ
上海会場

想されます。2005年に設立したオリエンタルモーター タ

ショールーム

イランドがあるバンコク北部は電子部品、南部は自動車
関連のお客様が多く、製造業が集中しているエリアです。

製品やデモンストレーション機

そのため、2019年3月には、さらなるサービス体制の強化

器の展示のほか、技術相談や選定

と機動力アップを目指して、アユタヤ、チョンブリの2カ所

サービス、定期的な技術セミナー

にオフィスを開設しました。

も行っています。

タイにおける営業展開
東京ショールーム

22

オリエンタルモーターレポート 2019

ロサンゼルスショールーム
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部
部品の調達
オリエンタルモーターは、社会や環境への影響を配慮した資材調達を行うため取引先様と協力していくことが最も大切

お客様ご相談センター

であると考えています。そのため、法規制をはじめとする社会的要求や、取引先様との合意事項を順守し一方的に不利な条

Activity Report

お客様サポート体制
お

お 客 様・取 引 先 様への取 り 組 み

件の強要や示唆をせず、最適な取引を行います。また、環境負荷の少ない資材調達を継続的に推進します。

お客様からのお問い合わせには、丁寧な対応を徹底し
ています。また、いただいた声はオリエンタルモーターの
製品やサービスをより良くするための貴重なご意見とし

調達の基本方針

て、関係各所に共有し、より良いサービス提案および、製
品の改善に努めています。
技術的な内容にも対応するお客様ご相談センター

フィールドサービス

法令・社会規範の順守
商取引に関する諸法規を順守し、調達活動を行いま
す。また、取引で知り得た機密情報は、許可なく第三
者へ開示いたしません。

お客様の生産活動に支障が起きないよう、設備のセッ
トアップ・メンテナンスに関する提案型のサービスを展開
しています。
高度な技術とノウハウを持つ、全国のエンジニアが、
フィールドサービス体制を構築しています。万一、オリエ
ンタルモーター製品でトラブルが生じた場合には、迅速で

速やかにお客様のもとに駆けつけるフィールドサービス

正確な対応で設備の機能回復に努めます。

選定サービス
専任スタッフがお客様に代わってトルク計算等のモー

グリーン調達の推進
化学関係法令に対応した管
理、運営を定め「有害物質
を入れない、使わない、出
さない」ための活動を行い
ます。
そのため、取引先様にも化
学物質管理体制の構築を
お願いしています。

公正かつ公平な取引
地 域・規模・実績の有無を
問わず、取引先様に対して
公正かつ公平な参入機会を
提供します。
取引先様と対等な立場で取
引を行うことで、継 続 的な
協力関係を構築し、相互の
繁栄・存続を目指します。

ター選定を行い、回答します。
（ 無料）
機構に応じた最適な製品の提案はもちろん、周辺機器
の紹介や計算過程の提示も行います。

短時間でお客様のご希望に応える選定サービス

総合的に勘案した最適な取引
品質、納期、コスト、安定供給力、技術開発力、経営
の安定性を総合的に判断して取引を行います。

各
各種セミナーでの情報提供
オリエンタルモーターではモーターに関するセミナーを開催し、お客様に技術情報を提供しています。お客様の装置のお
悩み解決、また、若手社員の方の教育の場としてもご利用いただいています。

ライブセミナー

取
取引先様とのコミュニケーション

全国各地で開催する、ライブ形式のセミナーです。製品
やデモ機に直接触れながら、モーターに関する基礎知識や

取引先様とは、常に対等な関係であることが重要と考えています。

モーターの選び方など、目的やレベルに合わせて受講いた

オリエンタルモーターでは、取引先様と継続的な協力関係を構築するためあらゆる機会を通じて積極的に対話し、情報

だけます。

交流を行っています。また、品質改善、納期改善、原価低減を行う際は、取引先様の製造現場に積極的に赴き、現物、現実
を元に対話を重ねています。オリエンタルモーターだけでなく、取引先様の企業価値の向上も目指しています。

WEBセミナー

ライブセミナーの様子

WEBサイト上で学べるセミナーです。外出先や自宅な
ど、場所や時間に関わらず、いつでもご利用いただけます。

お互いの企業価値を向上させる交流会の開催
・取引先情報交換会
・取引先交流会

お
客
お客様のご意見
製品・サービスの品質向上を目的とし、お客様からのご意見・苦情に適切かつ迅速に対応する仕組みを整えています。お客

・技術交流会
・品質交流会

様の声は商品改良、システムの改善、サービスの向上に欠かすことのできない重要情報として、関係部門と共有化しています。

即納体制
即
納
多品種少量生産によりご要望に柔軟に対応できるように1台の注文から即納体制を整えています。

24
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取引先情報交換会（関東）

取引先交流会（鶴岡）
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低炭素社会と循環型社会を実現し、地球環境を維持・向上させることが持続的な事業活動には不可欠と考え、事業活動
における環境負荷低減および、製品の高効率化による消費電力の削減や、人の健康や環境に悪影響を及ぼす化学物質の
使用抑制に積極的に取り組み、地球環境保全に貢献します。

環境経営

カタログやWEBに掲載されている製品は、いつでも、どこでも、何台からでもお求めいただけます。そして、ご注文いた

環境方針（P16「マネジメント方針/環境方針」をご参照ください）に基づき、地球環境と人に優しい企業経営を実践して

だいた製品を約束した納期どおりにお届けするよう、生産体制を整えています。

います。

自働化の推進

2018年度環境活動の目標・実績と2019年度目標

お客様に製品を安心してお使いいただくために、生産工
程ごとに基準を設け、1つひとつ検査を重ねるモノづくりを
構築しています。

納期順守に向けた取り組み

お 客 様・取 引 先 様への取 り 組 み ／ 環 境への取 り 組 み

生産体制の整備

Activity Report

環境への取り組み

できるだけ在庫を持たずに計画的に製品を造りあげる

2018 年度目標

2018 年度実績

2019 年度目標

5 年度間平均原単位の１％以上の低
減を達成する

空調設備や照明の更新を積極的に
推進し、エネルギー効率が向上
5 年度間平均原単位の 14％低減を
達成

5 年度間平均原単位の 1％以上の低
減を達成する

廃棄物の総排出量 3,171ｔ
廃棄物削減活動の継続
（前年度比 100％）
国内主要生産拠点の廃棄物累計で リサイクル率 99.77％
リサイクル率 99.0％以上を維持する 国内主要生産拠点の廃棄物累計で
ゼロエミッションを達成

廃棄物削減活動の継続
国内主要生産拠点の廃棄物累計で
リサイクル率 99.0％以上を維持する

仕組みを構築しています。
生 産 活 動を管 理する基 幹システムを2017年 度にリ

製品の生産性や品質の向上を目的として、それまで人が

ニューアルし、順次切り替えを進めています。2018年度は

行っていた工程への設備導入や組立工程の自働化を積極

関連会社を除いた全拠点への展開が完了し、受注から出

的に進め、安定供給に努めています。

荷まで、よりシンプルに、より安定した仕組みに進化しま

近年は、導入した設備間を搬送装置で連結し、さらに部

した。また、日本と同じように世界中へ製品をお届けする

品供給機を加えることで、一定時間の自動運転ができるよ

ために、一部の製品は海外拠点で生産しています。モノづ

う整備を進めています。また、協働ロボットを活用し、部品

くりの考え方は、国内、海外とも同じとなるように、海外

の箱詰めや整列など、人の動作を補助する自働化にも積

から実習生を迎え入れ、伝承を進めています。

エネルギー
の
管理

廃棄物
の
管理

極的に取り組んでいます。
生産性や品質、また人の安全性や働きやすさの向上に

社員のスキルアップ

向けて、可能な限り設備やロボットに置き換え、技能が必

生産活動を支えているのは「人」です。社員1人ひとり

要な工程は人が担当するなど、技能と自働化の調和を図っ

が目的意識を持ち、仕事を通して成長できるよう取り組む

ています。

ことが必要になります。すべての社員が研究会や勉強会

マテリアルフロー

インプット

に参加したり、各種技能検定、機械保全技能士、接着管理
士など資格を取得したりすることで、スキルアップを図り、
モノづくりを支える人材として活躍しています。
2018 年度
職種

ダイカスト

マシニング

1

数値制御旋盤
ダイカスト

金属熱処理

機械保全

灯油使用量

ガソリン・軽油使用量

水使用量

紙使用量

容器包装材

175

117

153

31,067

35.7

866

kWh

t

kl

1

3

1

1

機械検査

1

機械系保全

2

2

電気系保全

3

3

接着管理士 資格取得保持者

t

オリエンタルモーター
事業活動

1
3

1

t

1

一般熱処理

合計

m3

kl

1

1

金属材料試験 組織試験
機械検査

LPG使用量

（人数）
技能検定合格人数
作業名
特級 1 級 2 級 3 級 合計

機械加工

部品供給付き自働ライン

電力使用量

1,858万

0

11

12

13

13

25
（人数）

2018 年度 資格取得

8

資格取得保持者合計

62

CO₂排出量

廃棄物総量

9,027

3,171

t-CO₂

t

アウトプット

リサイクル量

焼却埋立処分量

排水量

3,164

7.3

24,543

t

t

m³

＊報告範囲
：日本国内のオリエンタルモーターおよび関連会社
・エネルギーデータ
（電力使用量、
LPG使用量、
灯油使用量、
ガソリン・軽油使用量およびCO2排出量）
・エネルギーデータ以外：国内主要生産拠点
（鶴岡中央事業所、
鶴岡西事業所、
土浦事業所、
相馬事業所、
つくば事業所、
高松香西事業所、
高松国分寺事業所）
＊CO2排出量の算出については環境省・経済産業省の
「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」
を参照しています。
電気事業者ごとの基礎排出係数を使用しています。
＊CO2排出量の算出には、

協働ロボットの活用

26
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事例2

Activity Report

事業活動における環境負荷の低減

相馬事業所における廃プラスチックのマテリアルリサイクル

中国の廃プラスチック輸入規制に伴い、廃プラスチック

さまざまな取り組みを通して、事業活動における地球環境への負荷を低減するよう努めています。

のサーマルリサイクル（焼却による熱の再利用）が増加し

省エネルギー
原油換算と売上高原単位の推移

した。2017年度と比較すると99％の実績となり、総量はや

合理化に関する法律）の特定事業者の目標とされる「5年度
間平均原単位1％以上の低減」を達成しています。

6,000

5,000
4,000

kl

13
186
172
95

電力起源
灯油起源
LPG 起源
ガソリン・軽油起源
その他
原単位
13
7
240
13
13
141
136
153
167
211
229
198
178
200
108
111
112
88
160

なお、省エネ法の事業者クラス分け評価制度（SABC評価

2,000

100.0

98.2

98.8

制度）※では、オリエンタルモーターの最新の評価実績とし

1,000

4,387

4,403

4,682

て、省エネ優良事業者であるSクラス評価となっています。

0

※ 事業者クラス分け評価制度（SABC評価制度）
:
省エネ法の定期報告（工場等）を提出する全ての事業者をS・A・B・Cの４段
階へクラス分けし、クラスに応じたメリハリのある対応を実施するもの

2014

2015

2016

120
85.7
4,767
2017

85.6
4,704

このような状況のなか、相馬事業所では材料ごとに分別
を徹底し、PP（ポリプロピレン）、PS（ポリスチレン）など
一部の材料について、マテリアルリサイクルが可能な取引

PP/PSソフトトレー

PS硬質リール

先に処理をお願いすることで、
マテリアルリサイクルの促進
に貢献しています。

※

3,000

しての再利用）が困難になっています。
売上高原単位

場合、約14％の改善となり、省エネ法（エネルギーの使用の

原油換算
︵ ︶

や減少しています。売上高原単位は2014年度を100とした

環 境への取 り 組 み

2018年度のエネルギー使用量は、原油換算で5,187ｋ
ｌで

ており、本来優先されるべきマテリアルリサイクル（素材と

80

化学物質の適正な管理

0

2018 （年度）
（年度）

日本国内法および海外の規制を順守した、適正な化学物質の管理を実施しています。

※売上高原単位（2014年度を100としたとき）

製品含有化学物質の法規制の順守と管理
廃棄物抑制、リサイクル推進
2018年度の廃棄物の総排出量は、3,171ｔで2017年

国内主要生産拠点のリサイクル率は99.77％となり、目標

︶

としている99％以上を継続達成しています。

t

廃棄物総排出量
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

99.51

2,755

2014

99.85

3,052

2015

99.82

2,865

2016

99.76
3,171

2017

リサイクル率
100
99.77 99
98
3,171 97
96
95
94
93
92

リサイクル率
︵％︶

各拠点で廃棄物管理の工夫や分別の啓蒙活動を実施し、

排出量
︵

度と比較すると同等の実績になりました。また、引き続き

人の健康と環境に悪影響を及ぼす化学物質を適切に管
廃棄物総排出量とリサイクル率（国内主要生産拠点）

2018 （年度）
（年度）

ンの製品含有化学物質管理を徹底しています。

理しようという世界的な動向を背景に、さまざまな法規

部品含有情報調査では、JAMP※4が発行しているアーティ

制が各国で施行されています。オリエンタルモーターは、

クル情報記述シート(AIS)から、経済産業省の主導で開発

※1

※2

RoHS指令 、REACH規則 をはじめとする世界の法規制

された情報伝達スキーム（chemSHERPA）に置換えを進

を順守するため、製品に関する材料宣言の手順、内容およ

め、お客様へよりスムーズに情報をお届けすることを目指

※3

びフォーマットが規定されている国際規格IEC 62474 に

しています。また、RoHS指令でフタル酸エステル類4物質

準拠した、自社の「グリーン調達基準」を発行しています。ま

（DEHP、DBP、BBP、DIBP）が規制されるため、切り替えを

た、社内および取引先の管理体制を構築し、サプライチェー

進めています。

※1 RoHS指令: Restriction of use certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
※2 REACH規則: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
※3 IEC 62474: Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry
※4 JAMP: Joint Article Management Promotion-consortium（アーティクルマネジメント推進協議会）

環境活動事例
事例1

製品含有化学物質管理体制

照明のLED化推進

各生産拠点で使用している照明を、中長期的な計画を

・

・
・
・
・

立てながら、よりエネルギー効率の良いLED照明へ更新
しています。2018年度は、全生産拠点合計で約2,300台
のLED化を実施しました。これにより、生産拠点でのLED

・

導入率は32％から54％に向上しました。
つくば事業所では、2018年度に約350台の照明を蛍
光 灯からLED照明に更新し、屋内照明のLED 導入率が

化学物質の管理

10 0％となりました。高松地 区では約 80 0台の照明を
LED照明に更新し、高松国分 寺事 業 所ではLED 導入率
85％、高松香西事業所では97%となっています。

化学物質をより安全に取り扱うために、全生産拠点で
LEDに変更したつくば事業所

管理方法を統一する見直しを行いました。例えば、オイル

2018年度のLED照明更新により、年間の使用電力量

ステーションでの漏洩防止対策や溶剤ステーションでの

が約10万kWh削減できたほか、長寿命のLEDに切り替え

暴露防止対策の徹底です。オイルステーションでは機械

たことで廃棄物低減にもつながります。

油などの小分け作業を行うため、受け皿を設置し、土壌
汚染防止を図りました。溶剤ステーションでは有機溶剤
の小分け作業を行うため、排気ダクトを設置し、作業環境

オイルステーション

溶剤ステーション

の改善に取り組みました。
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オリエンタルモーターは、オリエンタルモーターグループで働くすべての社員が「仕事集団」として成果を挙げるために、
円滑な人間関係とコミュニケーションを大切にしています。

ダイバーシティの推進

環 境への取 り 組 み ／ 社 員への取 り 組 み

製品による環境への貢献

Activity Report

社員への取り組み

2018年度も継続してダイバーシティ推進活動に取り組んでいます。

環境に配慮した製品の開発

複数箱の推進

製品の高効率化をはじめとする環境負荷低減活動に積
極的に取り組んでいます。例えば、動力用モーターでは地

地球環境への負荷を低減するため、複数箱で製品をお
届けする活動を推進しています。

全社員の活躍を推進
2018年度は、全社員の活躍推進という全社課題を軸

球温暖化対策としてエネルギー使用量を抑制するための

複数箱とは、大型ダンボール箱の中に、複数のモーター

に、これまで女性メンバーで構成していた研究会や現場コ

高効率化が求められ、世界各国でモーターの効率に関す

とコンデンサ等の付属品が並んで収められる形態の梱包

ミュニティ活動を、男女の区別がない内容に変化させて

る法規制が 施行されています。オリエンタルモーターで

箱です。複数箱は、お客様にとってもさまざまな利点があ

きました。

は、モーターの磁気設計に最新技術を採り入れた高効率

ります。

化、製品の小型化による省資源化を実現しています。

三相高効率 インダクションモーター
KⅡSシリーズ
・最 適 な 磁 気 設 計 と 専 用 部 品 の 採 用 で 最 大 効 率
73%を実現。
・消費電力を最大10%低減・高効率化によりモー
ターサイズをより小型化。
・平行軸ギヤヘッドを従来の2倍に長寿命化。

時間の使い方の見直しに取り組みながら、1人ひとりの個

複数箱を推進することは、地球環境の負荷低減に加え、

性や背景をお互いに理解し合い、限られた時間の中で成果

お客様の作業効率向上にもつながります。2018年度は、

を挙げ、自身も組織も成長するための行動につながる活動

よりお客様が複数箱の利点をイメージしやすいよう、複数

を実践しています。

箱推進のチラシを作成し、活動を推進してきました。
複数箱による効果
・梱包材として使用されるダンボールの量の削減

仕事と役割研究会〜これまでとこれから〜

女性活躍推進行動計画

主任と副主任に占める女性社員の割合推移

2016年4月に女性活躍推進法が施行され、オリエンタル

・お客様側での梱包箱の開梱と空き箱の処分の手間軽減

モータ―では以下の行動計画目標を立て、さまざまな活動に

・在庫スペースの確保

取り組んできました。各種研究会などのOFF-JTはもちろん、

・製造ラインで連続して使用している場合、都度開梱の

課題設定や、実践に対するフォローなど、各職場での取り組

手間軽減

みも進化しています。その結果、主任・副主任に占める女性
の割合を20％以上にするという数値目標を達成しました。
2019年4月から新たな計画期間がスタートしました。次の

女性社員の比率

（％）
25

目標値

20
15
10

19.4%

21.3%

16.6%
14.4%

5

目標に向けて、さらに活動を進化させていきます。
0

2015

2016

2017

KⅡSシリーズ

計画期間：

ブラシレスモーター
BMUシリーズ、BLE2シリーズ
・モ ーターとドライバのユニットで の 効 率を 最 大

2018 （年度）
（年度）

取り組み内容：

2019年4月1日〜2022年3月31日までの3年間

管理職育成を目的としたキャリア研究会を実施

行動計画目標：

社員の中長期的なキャリア形成支援

主任に占める女性の割合を17％以上にする

働き方改革の活動の見える化

（現在14.4％）

生産性向上に向けた取り組みの実施

15% ※1アップ。
・高性能材料採用により小型化※2と使用材料の削減

2018年度に実施した活動

を実現。
※1 BMUシリーズの場合。
※2 200WのACモーターと比較して、モーター全長は約36％、質
量は約40％削減。

BMUシリーズ
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時期

活動

2018年6月

仕事と役割研究会〜これまでとこれから〜（全3回開催）

2018年7月〜2019年4月

モノづくりウィメンズ・ラボ（全2回開催中）

2018年9月〜2019年3月

現場コミュニティ活動STEP3（全７拠点）

2018年10月

モノづくりウィメンズ・ラボ〜フォローアップ編〜（第1期生卒業式）

2018年11月〜2019年3月

ダイバーシティマネジメント研究会（第5期生）

2019年2月〜2019年7月

ダイバーシティマインドアップ研究会（第5期生開催中）

BLE2シリーズ

31

障がい者の新規採用と職場定着に注力し、1人ひとりの
適性を活かせる職場への配置をしています。
「障がい者の雇用促進等に関する法律」では、企業に
けられています。2018年4月には法定雇用率の引き上げ
（2.0→2.2％）が行われましたが、オリエンタルモーター
では、法定基準を超えた雇用を実現しています。

障がい者雇用率の推移（6 月時点）
法定雇用率

（%）
2.5

2.12％

2.28％

2.15％

2.32％

2.22％

全社員の活躍推進を実現するために、昨年度から引き続き、働き方の見直しに取り組んできました。1人ひとりが自分ら
しいワークライフバランスを実現することで、今ある力を発揮し、個人と会社が共に成長していけるための取り組みを、今後
も実践していきます。

社 員への取 り 組 み

法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用するよう義務付

ワークライフバランス

Activity Report

障がい者雇用の推進

2.0

「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画

1.5

計画期間：2019年4月1日〜2022年3月31日までの3年間

1.0

目標1
0.5
0

男性の育児休業取得率を50％以上にする

取り組み内容

継続的な制度等の情報提供と、制度利用

目標2

両立支援のさらなる理解促進、意識啓発

取り組み内容

バリアフリー化への取り組み

社内イントラ等を活用し、各種両立支援

目標3

ダイバーシティ推進に係る意識啓発

取り組み内容

のバリアフリー化に取り組んでいます。

法の更新

更しました。車いすの方でも入退出しやすいように改善して

の事情が多い介護にとって、より具体的な内容を相談で
そのほか、介護休暇については、年々申請者が増えてお
り2018年度は16名から取得申請がありました。介護短
の制度の浸透が進んできています。
介護休暇申請者数の推移

・上長向け：マネジメント研究会の内容の拡充と開催方

新御徒町オフィスでは、全フロアの入室口を自動ドアに変

ました。実際に相談に訪れた社員は少ないものの、個別

時間勤務の活用事例もあり、仕事と介護を両立するため

施策の制度の周知を行う

安全かつ生活しやすい環境を実現するため、職場環境

2018年度はトライアルとして介護個別相談会を開催し

きる機会の場として提供しました。

状況の継続把握
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
6月
6月
6月
6月
6月

仕事と介護の両立支援制度

（人）
20
16

・キャリア開発：性別による区分けのないマインドアップ

います。

研究会の実施

これからも、安全かつ安心して働ける職場環境の実現

目標4

に向けて取り組んでいきます。

労働環境のさらなる整備

取り組み内容

10

10

毎月、所定外労働時間および有給休暇の

取得状況の把握を行い、業務効率化と計画的な休暇取得

0

3

2

2014

2015

4
2016

推進の取り組みを継続的に実施する

2017

2018 （年度）
（年度）

手動の片開きドアから自動ドアに変更

「
「共に育つ」
共
人財育成

仕事と育児の両立支援制度

仕事と治療の両立支援制度

2018年度の育児休業取得率は、女性社員が100％、男

仕事と育児、仕事と介護に続く両立支援制度として、仕

オリエンタルモーターの社員教育の原点は、
「業績の向上」と「社員の幸せ」の同時達成です。お互いに学びながら育っ

性社員は50％を継続しています。子どものいる女性社員

事と治療の両立支援の制度化に向け、準備を進めてきま

ていく「共育」の考え方を幹とし、入社時から自ら考え課題を解決していく「研究会」を実施して、１人ひとりの成長とスキ

だけでなく、男性社員の子育てに対する参加意識も確実

した。医療技術の進歩により、さまざまな病気が「不治の

ルアップにつなげています。

に変化してきています。

病」から「長く付き合う病気」へと変化してきています。
健康で元気に働けることはもちろん、病気と向き合いな

教育制度

がら働き続けることができるよう、入院・療養休暇、治療
休暇、短時間勤務制度などの両立支援制度が、2019年4
月からスタートします。

くるみんマーク

社員1人ひとりが生き生きと働ける職場を目指し、次
世代育成支援対策推進法に則したさまざまな子育て支
援への取り組みを実施している企業として、2017年7月
に厚生労働大臣より「子育てサポート企業」の認定を受
け、くるみんマークを取得しています。
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推進パートナーロゴマーク

2017年に、がん検診受診率50％を目指して厚生労
働省が推進する「がん対策推進企業アクション」の推進
パートナー企業となりました。がんを正しく知り、予防・
早期発見の啓蒙活動を実施しています。

33

健康サポート
健

安全で健康な「人に優しい企業」を目指し、全員参加で労働安全衛生活動に取り組んでいます。信頼性の高い製品を提

社員が健康で快適に働くことができる職場環境の構築を目指し、さまざまな健康サポートを行っています。

供する企業活動の基本は、従業員の安全と健康であると考えています。

交通安全活動

健康診断、人間ドック受診

産業医との連携

全社での安全衛生管理を推進する組織として、全国安

ヒヤリハット、危険予知、新社員への運転練習などの教

全衛生委員長と工程安全、衛生・交通安全、危険物・化学

育活動や交通安全講習、後進運転キャンペーン、長期休暇

物質、施設の各担当による組織体制を構築しています。ま

時の注意喚起など、活発な啓蒙活動を各拠点で展開してい

また35歳以上の健康保険加入者については、定期健

生委員会への出席、そして就業制限や休職・復職に関するア

た、生産拠点および本社には安全衛生委員会を設置してい

ます。2018年度の全社の交通事故発生件数は、前年比で

康診断として人間ドックの受診を推奨し、生活習慣病の

ドバイスをいただくなど、連携して社員の健康サポートを実

ます。委員会は、産業医と職場責任者と職場代表で構成さ

15％削減することができました。

早期予防・早期発見を図っています。会社指定の検査項

践しています。

は、健康相談、健康診断のチェックおよび就業判定、安全衛

安全意識の醸成
安全衛生および交通安全に対するスローガンを毎年制

安全衛生管理組織

いる各種健康診断を適正に実施しています。

法令に則り、各拠点で産業医を選任しています。産業医に

目の費用は、会社が全額負担しています。

れ、労働災害や交通事故の発生を予防し、安全で健康時な
働きやすい職場を維持するための活動を行っています。

定期健康診断をはじめ、労働安全衛生法で定められて

社 員への取 り 組 み

推進体制

Activity Report

労働安全衛生
労

メンタルヘルス

健康づくりに向けた活動

定し、社員の安全意識の醸成を図っています。スローガン

社員の心の健康維持増進のため、さまざまな取り組みを

各事業所では、社員食堂でのヘルシーメニューの提供

は社員から募集し、投票で決定の上、ポスターを作成して

実施しています。全社で一斉に実施したストレスチェック

や、労働衛生週間にあわせたウォーキングキャンペーン等

全社に周知しています。

は、2018年の受検率99.5％を達成しています。

を実施しました。また、社員の福利厚生団体である共済

また、若年層向けのセルフケア講習や体験カウンセリン

会では、健康意識の向上を目的に、健康キャンペーンを実

グ、上長に対するラインケア講習を実施し、予防措置に関す

施し、社員の健康づくりに役立つ活動のバックアップをし

る取り組みを積極的に展開しました。

ています。

さらに、社外相談窓口として外部ＥＡＰ※会社と契約し、メ
ンタルヘルスカウンセリング体制の充実も図っています。
※ EAP：従業員支援プログラム（Employee Assistance Program）

社員食堂でのヘルシーメニューの提供
スローガンポスター

リスクアセスメントの実施
2018年度は、設備や作業、化学物質に対するリスクア
セスメントを継続して実施しました。リスクレベルの把握

健康経営へ

2018 年度のスローガン募集状況

主な募集対象
応募数 / 対象社員数

今後も、社員が心身共に健康であり続け、活躍できる環

安全衛生スローガン

交通安全スローガン

生産・開発拠点

営業拠点

2,151 件 /2,354 人

352 件 /286 人

境づくりを戦略的に推進することで、健康経営を実現して
セルフケア講習

を行い、重篤度の高いリスクの低減活動とそのための設

いきます。
まずは現状を把握し、その内容を踏まえて健康課題を

備投資を進め、災害を未然に防ぐ活動を広めています。そ

明確にし、行動計画を立てた上で実行していきます。

の結果、休業４日以上の労働災害については、2018年度
は発生していません。

小集団品質改善活動〜 QIC活動

ハラスメント対策
ハ
ラ

オリエンタルモーターでは業績を挙げるだけでなく、働い

オリエンタルモーターグループでは、就業規則でハラスメントを禁止し、その行為者に対し厳正に対処することを定めて

ている社員１人ひとりが同時に成長していける姿を目指して
います。

います。

QIC【Quality Improvement Circle】活動と呼ぶ、

相談体制
安心して相談しやすいよう、ハラスメントの相談体制を
整えています。

ハラスメント相談体制

職場のさまざまな問題を共有化し、協力しあい、知恵を出
しあって解決する小集団活動により、自分たちの職場を自
分たちで良くしていく活動を行っています。これらの活動
は製造部門だけでなく、技術部門や営業部門を含めた全
社の活動として展開しており、海外拠点にも活動が広がっ
ています。
QIC東京大会
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Activity Report

社会への取り組み
オリエンタルモーターグループは、地域社会とのつながりを大切にし、
「地域活性化支援」
「環境保全」
「次世代育成」な
ど、さまざまな活動に取り組んでいます。

環境保全
環

地域活動

ボランティア活動、地域との環境教育
より暮らしやすい地域を目指して、社員だけでなくその家族も含め、毎年継続して

近隣企業とのイベントや地域でのスポーツ大会など各種催しに積極的に参加し、地域と

地域の清掃活動に参加しています。

のコミュニケーションを大切にしています。
（秋田県能代市）
・「能代工業団地ボウリング大会」

・「風の松原を守る市民ボランティア」
（秋田県能代市）

（秋田県能代市）
・「能代山本地区企業・職種ガイダンス」

・「能代工業団地桜並木クリーンアップ活動」
（秋田県能代市）

（山形県鶴岡市）
・「おぃやさ祭り」

・「美しいやまがたの海」クリーンアップ運動（山形県）

（山形県鶴岡市）
・「環境フェアつるおか」

・ 近隣企業と環境活動合同研修（山形県鶴岡市）

（山形県鶴岡市）
・「鶴岡市チャレンジデー クリーン作戦」

社 会への取 り 組 み

地
地域活性化支援

「環境フェアつるおか」

「風の松原を守る市民ボランティア」

・「小さな親切 日本列島クリーン作戦」
（山形県鶴岡市）

（山形県鶴岡市）
・「つるおか大産業まつり」

・「原釜尾浜海水浴場周辺クリーンアップ活動」
（福島県相馬市）

（山形県）
・「山形県縦断駅伝競走大会」

・「霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦」
（茨城県土浦市）

（福島県相馬市）
・「12 時間ソフトボール大会」

・ 柏市「ゴミゼロ運動」
（千葉県柏市）

（福島県相馬市）
・「そうま市民まつり」

・「富士山クリーン作戦 2018」
（山梨県吉田口富士山五合目）

・ 茨城県立土浦第二高等学校でのキャリアガイダンス（茨城県土浦市）

・「香西地区クリーン作戦」
（香川県高松市）

「富士山クリーン作戦2018」

（茨城県土浦市）
・「神立工業団地フットサル大会」
（茨城県土浦市）
・「神立地区工業協議会軟式野球大会」

「神立地区工業協議会軟式野球大会」

・ 市民バスケットボール大会（茨城県土浦市）

次
次世代育成
学校講義の実施

・ 市民野球大会（茨城県土浦市）
（茨城県つくば市）
・「東光台企業協議会スポーツ大会」

高等専門学校や理系の大学でモーターの講義を行ったり、事業所見学を受け入れた

（香川県丸亀市）
・「四国ブロックポリテックビジョン」

りしています。また、山形県鶴岡市の公立中学校と香川県の公立中学校でモーターの

（香川県高松市）
・ 野球の「讃岐リーグ」

実験教室を行い、さまざまな職種の社員と交流していただきました。

（香川県高松市）
・「未来をつくるリケジョフェスタ in かがわ」

・ 鶴岡市立鶴岡第五中学校、豊浦中学校でのブラシレスモーター出前実験教室
・ 筑波大学でのつくばロボットコンテストモーター講習会

寄付・協賛

・ 東京大学工学部精密工学特別講義

将来の地域社会を支える子どもたちへの支援や、地域のお祭りへの支援として、

・ 香川高等専門学校詫間キャンパス、高松キャンパスでのステッピングモーター

協賛や寄付をしています。

の講義

・「公益財団法人オリエンタルモーター奨学財団」

・ 香川大学教育学部附属坂出中学校、高松市立下笠居中学校でのステッピング

（秋田県能代市）
・ 能代七夕「天空の不夜城」

モーター出前実験教室
大学での特別講義

（秋田県能代市）
・「港まつり能代の花火」
（山形県鶴岡市）
・「赤川花火大会」
（山形県鶴岡市）
・「荘内大祭」

「相馬市子育て・教育環境充実プロジェクト」
(福島県相馬市）
への寄付・協賛

（山形県鶴岡市）
・「鶴岡桜まつり」

ロボットコンテスト
全国各地で開催されているロボットコンテストに協賛しています。ロボットに使わ
れるモーターや賞品となる製品を提供し、協賛することにより将来のエンジニアの

・「天神祭り」
（山形県鶴岡市）

育成を支えています。

・「相馬市子育て・教育環境充実プロジェクト」( 福島県相馬市）
・ 相馬中村神社（福島県相馬市）本殿改修工事

・ 知能ロボットコンテスト・フェスティバル2018

・「相馬野馬追」
（福島県相馬市）

・ 第18回レスキューロボットコンテスト

・「かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン」
（茨城県土浦市、かすみがうら市）

・ 第25回かわさきロボット競技大会

・ 第 17 回世界湖沼会議 サテライトつちうら（茨城県土浦市）
・「柏まつり」
（千葉県柏市）
・「手賀沼花火大会」
（千葉県柏市、我孫子市）

中学校でのステッピングモーター出前実験教室

全日本マイクロマウス大会

・ 第36回マイクロマウス東日本地区大会
「かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン」

・ 第33回全日本学生マイクロマウス大会
・ 第39回全日本マイクロマウス大会
・ ロボカップジュニア2018千葉ノード大会
・ 第21回ロボットグランプリ
オリエンタルモーター搭載のマイクロマウス
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■ 連結売上高と海外売上比率の推移

■ 連結経常利益の推移

会社概要

（百万円）
60,000
売上高
55,000

58,847

海外売上比率

58,275

52,645
50,151

50,000

60%

（百万円）
55%

6,000

50%

5,000

46,607
45,000
40,000

45%

46.3%
42.0%

44.0%

42.2%

43.2%

5,436
4,610

3,000

2,595

0

35%
0%
2014

2015※

2016

2017

2018

拠点一覧

1,000
0

2014

2015

2016

2017

2018

（年度）

合計金額 合計金額
66,896 66,896

（単位:百万円）

流動資産
45,126 固定負債
13,482

合計金額 合計金額
65,452 65,452
流動負債
15,794
流動資産
固定負債
43,326
12,824

純資産
固定資産 34,684
21,769

純資産
固定資産 36,832
22,125

2018

2019

流動負債
18,729

（年度）

■ 連結損益計算書の概要

（単位:百万円）

売上高
58,847

営業
利益
5,469

売上高
58,275

経常
利益
5,436

営業
利益
4,606

2018

経常
利益
4,610
（年度）

2019

■ 事業別連結売上構成比（2019 年3月期）
ファン
7%

USA
12%
日本
57%

■CO₂排出量の推移

■ 社員数の推移（ 3月末時点）

（t - CO₂）

（人）

電力起源

3,300

12,000

3,200

3,200

10,000

3,114

3,100

3,010

3,000
2,900

制御用
モーター
57%

動力用
モーター
36%

26
487
394
249

灯油起源

LPG 起源

25
434
408
232

25
398
454
294

ガソリン・
軽油起源
24
368
482
284

8,000

2,911

10,104

2,835

9,780

その他

2014

2016

2017

0

2018

（年度）
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オリムベクスタ株式会社
営業課
札幌営業所
仙台営業所
郡山営業所
鶴岡営業所
高崎営業所
つくば営業所
千葉営業所
立川営業所
横浜営業所
大宮営業所
長岡営業所
甲府営業所
上田営業所
諏訪営業所
伊那営業所
富山営業所
静岡営業所
豊田営業所
名古屋営業所
三重営業所
京都営業所
関西営業所
大阪営業所
高松営業所
福岡営業所
熊本営業所
能代オリエンタルモーター株式会社
庄内オリエンタルモーターテック株式会社
鶴岡工場
酒田工場
酒田第２工場
オリエンタルモーターテック株式会社
常総工場
相馬テックカンパニー
オリエンタルモータービジネス株式会社

■ U.S.A.・カナダ
ORIENTAL MOTOR U.S.A. CORP.
本社・ロサンゼルス オフィス / サンノゼ オフィス / シアトル オフィス /
シカゴ オフィス / ダラス オフィス / デトロイト オフィス /
トロント オフィス / ボストン オフィス / シャーロット オフィス /
ニューヨーク オフィス / フィラデルフィア オフィス / タンパ オフィス

■ブラジル
ORIENTAL MOTOR DO BRASIL LTDA.
本社・サンパウロ オフィス

■ドイツ
ORIENTAL MOTOR (EUROPA) GmbH
本社・デュッセルドルフ オフィス / ミュンヘン オフィス / ハンブルク オフィス /
シュトゥットガルト オフィス / フランクフルト オフィス /
ニュルンベルク オフィス / ベルリン オフィス

■イギリス
ORIENTAL MOTOR (UK) LTD.
本社・ベージングストーク オフィス / バーミンガム オフィス

■フランス
ORIENTAL MOTOR (FRANCE) SARL
本社・パリ オフィス / リヨン オフィス

■イタリア
ORIENTAL MOTOR ITALIA s.r.l.
本社・ミラノ オフィス / ボローニャ オフィス / ヴェローナ オフィス /
ポルデノーネ オフィス

■スイス
ORIENTAL MOTOR SWITZERLAND AG
本社・チューリッヒ オフィス

■スペイン
ORIENTAL MOTOR (EUROPA) GmbH SPAIN BRANCH
マドリード オフィス

■中国
SHANGHAI ORIENTAL MOTOR CO., LTD.
本社・上海オフィス / 北京オフィス / 大連オフィス / 蘇州オフィス /
杭州オフィス / 広州オフィス / 深圳オフィス / 東莞オフィス / 武漢オフィス
XIAMEN ORIENTAL MOTOR CO., LTD.
ORIENTAL MOTOR CO.,LTD HONG KONG BRANCH
GUANGZHOU ORIENTAL MOTOR CO., LTD.
SUZHOU ORIENTAL MOTOR CO., LTD.

■台湾
TAIWAN ORIENTAL MOTOR CO., LTD.
本社・台北オフィス / 桃園オフィス / 新竹オフィス / 台中オフィス /
高雄オフィス

■韓国
INA ORIENTAL MOTOR CO., LTD.
本社・インチョン
（仁 川 ）
オフィス/ソウル オフィス /スウォン (水原 )オフィス /
チョナン ( 天安 ) オフィス / テジョン ( 大田 ) オフィス /
テグ ( 大邸 ) オフィス / クァンジュ（光州）オフィス / プサン ( 釜山 ) オフィス
ORIENTAL MOTOR ASIA PACIFIC PTE. LTD.
本社 ( シンガポール）

14
354
524
292

■マレーシア
ORIENTAL MOTOR（MALAYSIA）SDN. BHD.
本社・クアラルンプール オフィス / ペナン オフィス

■タイ

10,189

ORIENTAL MOTOR（THAILAND）CO., LTD.
本社・バンコク オフィス / ランプーン オフィス / アユタヤ オフィス /
チョンブリ オフィス

9,074

6,000

2015

東京支社
北上営業所
仙台支店
山形営業所
水戸営業所
宇都宮営業所
北関東支店
熊谷営業所
八王子支店
川崎営業所
横浜支店
平塚営業所
新潟営業所
諏訪営業所
甲府営業所
名古屋支社
豊田営業所
静岡営業所
浜松営業所
金沢営業所
大阪支社
京都支店
滋賀営業所
南大阪営業所
兵庫営業所
岡山営業所
広島営業所
九州支店
熊本営業所

【海外】
■関連会社

■シンガポール

7,842

2,800
0

鶴岡中央事業所
鶴岡西事業所
相馬事業所
つくば事業所
土浦事業所
柏事業所
甲府事業所
高松香西事業所
高松国分寺事業所

■営業所

ヨーロッパ 9%

アジア
22%

【国内】
■事業所

（年度）

■ 地域別連結売上構成比（2019 年3月期）

売 上 高 ：連結 582 億円（2019 年 3月期）
従 業 員 数 ：3,200 人（2019 年 3月末時点）
事 業 内 容 ：精密小型モーターおよび制御用電子回路などの開発・製造・販売
取 引 銀 行 ：千葉銀行 三井住友銀行 三菱 UFJ 銀行
常陽銀行 百十四銀行 荘内銀行
東邦銀行 秋田銀行 みずほ銀行

2,233

※ 2015 年度は海外関連会社の決算期変更経過期間のため、海外関連
会社は 2015年1月から2016 年3月の15カ月間で計算しています。

■ 連結貸借対照表の概要

名 ：オリエンタルモーター株式会社
記 ：ORIENTAL MOTOR CO.,LTD.
社 ：東京都台東区東上野 4-8-1
者 ：代表取締役執行役員社長 川人 英二
業 ：1885年
立 ：1950年
金 ：41億円

1,785

2,000
35,000

会 社
英文表
本
代 表
創
設
資 本

4,000

40%

財務・非財務ハイライト／会社概要・拠点一覧

財務・非財務ハイライト

■インド
2014

2015

2016

2017

2018

（年度）

ORIENTAL MOTOR (INDIA) PVT. LTD.
本社・バンガロール オフィス

39

