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モーターの保護装置について教えてください！

次にくるオートメーション
～自動化装置・ラインのレイアウトフリー化へ～



人手不足や自然災害、世界情勢の変化への対応など、外部環境の変化に対応できる柔軟性の獲得が求められている昨今＊。
ワークの搬送、ラインに入っての作業、立ち入りが難しい場所での作業など、人の代替のための自動化に取り組んでいる現場
が増えています。また、ライン構成を状況に応じて組み替えられるモジュール化に取り組む企業も徐々に増えているようです。
これらの課題を解決するカギとなるのが、“「レイアウトフリー」な自動化装置・ラインの実現”です。

●固定されたコンベヤは使わずに、自動搬送する
●生産ラインを、モジュール化された軽量・コンパクトな装置で構成する
●AC電源ラインの引き回しをなくし、移動範囲を広げる

次にくる、柔軟性が高い生産ラインの自動化の形として注目される「自動化装置・ラインのレイアウトフリー化」と、
実現に向けて活用できるオリエンタルモーターの製品をご紹介します。

先進企業の動向

＊経済産業省の『2021年版ものづくり白書』によると、「柔軟・迅速に組み換えられる生産ラインの実現こそが、ダイナミック・ケイパビリティ強化に貢献するものと期待される」（2021年5月、
第1章 第2節）と述べられている。

柔軟性のある
自動化装置・ライン
の考え方

自動車メーカー 電子機器メーカー今までは固定されたコ
ンベヤでワークを流し

ていましたが、一定の周期でラインを入れ替え
ることも多くあり、都度、設備工事やレイアウト
変更をする必要がありました。それによるコス
トを抑えるため、他の手段を模索した結果、コン
ベヤを使わないワークの搬送方法も検討され
るようになりました。

製品の特性上、季節や地域など
による需要変動が大きい。この

変動に対応できる生産体制を構築するため、装置のモ
ジュール化をおこない、新たな工程（装置）が追加されても
スムーズなレイアウト変更ができるようにする必要があると
考えました。AC電源ラインの引き回しをなくし、装置サイズ
を統一することでラインの一部をモジュール化することが
できました。他の生産ラインへの展開も検討しています。

Point

ライン内を分断していた搬送コンベヤを、搬送ロボット
に変えることで、フレキシブルな搬送ができるようにな
り、より効率的な生産ラインを目指すことができます。
小回りが利く搬送ロボットであれば、限られたスペース
でも移動できます。スペース効率を高める1つの手段と
して有効です。

柔軟性のあるレイアウトフリーな
生産ラインのイメージ

1.工程間をワーク搬送ロボットに

Check

「レイアウトフリー」な自動化装置・ラインの実現が、柔軟性のカギ

次にくるオートメーション
～自動化装置・ラインのレイアウトフリー化へ～
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「柔軟性のある自動化装置・ラインの考え方」の実現に向けて、
オリエンタルモーターが提供する2つの要素

柔軟性のある
自動化装置・ライン

の考え方
「DC電源入力・バッテリ駆動」

「軽量・コンパクト」

実現するために必要な要素 モバイル
オートメーション
対応製品

装置を工程ごとにモジュール化することで、生産品に合わせたフレキシブルなレイアウト変更が期待でき
ます。モジュール化を実現するには、装置を一定の規格サイズで統一化することや電源配線の簡素化など
が求められます。移動させることが前提となるため、装置の軽量・コンパクト化も検討する必要があります。
近い将来、バッテリ駆動によりすべての生産設備が自走し、AIによって効率的な移動経路でレイアウト変更
を行う時代がくるかもしれません。

2.生産品に合わせてフレキシブルに組み変わるモジュールラインに

ライン生産方式（U字ライン） モジュールライン生産方式

モバイルオートメーション オリエンタルモーター 検索

WEBサイトでは2種類の生産ライン
のイメージ動画をご用意しています。

Layout A Layout B

モバイルオートメーション対応製品は、バッテリ駆動・小型軽量を共通コンセプトとする製品群です。
搬送ロボットやモジュール化された生産設備など、注目が高まるフレキシブルな自動化装置・ラインを構成する装置に最適です。

搬送ロボット
コンベヤタイプ

C

E

D

搬送ロボット
昇降装置タイプ

搬送ロボット
多関節アームタイプ

E

A

B

E

D

〈たとえば以下のようなレイアウトフリー化プロジェクトに貢献します。〉

各関節部駆動／AZシリーズ
ハンド部／電動グリッパ EHシリーズ
ロボットコントローラ／MRC01

垂直多関節ロボットAB

BLVシリーズ Rタイプ
搬送ロボット（車輪駆動）E

BLVシリーズ Rタイプ
コンベヤD
ラック・ピニオンシステム Lシリーズ
昇降装置C
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PRODUCT PREVIEW

コンパクト電動シリンダ電動スライダ 電動グリッパ

1r/minからの低速運転が可能で、滑らかな駆動を実現します。モーター・ドライバともに、大幅に小型・軽量
化を実現。ドライバは従来品に比べて約80％コンパクトに。装置内の限られたスペースに収まるサイズです。

搬送ロボットに求められる4つのポイント「低床・スリム設計」「高耐荷重性能」「停止位置の設定・
微調整」「まっすぐ走る・避ける・止まる」を切り口に動画を用いてソリューションをご提案します。
さまざまな現場で求められる多種多様な走行パターンや搬送物への対応に貢献します。

当社独自のクローズドループ制御を採用した　　　　に、新開発のABZOセンサを搭載。アブソリュートシステムをバッテリ
不要で可能にしました。miniドライバは組み込み用途や制御盤スペース削減を狙った小型・軽量設計です。当社のAZシリー
ズDC電源入力モーターとそれらを搭載した電動アクチュエータを接続可能です。バッテリ駆動機器の開発に貢献します。

 　　　　は、“オープンループ制御”と“クローズドループ制御”の利点を
ハイブリッドした独自制御をおこなう、ステッピングモーターベースのモーターです。

AZシリーズminiドライバ・モーター・アクチュエータ

新しい自動化を支援するモバイルオートメーション対応製品のラインアップ

アクチュエータ
出荷日　5日～

miniドライバ
EtherCATドライブプロファイル対応
EtherCAT通信に対応した小型・軽量なドライバです。当社のAZシリーズDC電源入力モーターと、
それらを搭載した電動アクチュエータを接続可能です。

近日発売製品

ブラシレスモーター 省エネルギー、速度安定性に優れ、
広い速度制御範囲を実現したモーターです。

BLVシリーズ Rタイプ

モーター
出　力  100/200W
定　価  23,200円～
出荷日 10日

搬送ロボットへのソリューション提案

ドライバ

ラック・ピニオン
システム

寸　法  65mm×75mm×29mm
定　価  36,000円
出荷日 10日

詳しくはこちら

モーター
取付角寸法  20～60mm
定　価  25,000円～
出荷日 5日

miniドライバ
RS-485通信タイプ
寸　法  47mm×53mm×24mm
定　価  34,000円
出荷日 5日 中空ロータリー

アクチュエータ

?
近日公開予定
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PRODUCT PREVIEW
各種詳し

い情報は

WEBサ
イトへ

新製品情報
3ステップで、誰でもロボットマスター
ロボットコントローラ

AZシリーズ AC電源入力

MRC01

モバイルオートメーション対応製品

定価：220,000円

定価：57,000円

DC電源入力

DC電源入力

■「初期設定」「動作プログラミング」「動作確認」の3ステップで、
　自作ロボットを簡単に導入·制御
■AZシリーズのモーターと、それらを搭載した電動アクチュエータを使った、
　自作ロボットの制御に使用可能
■上位システムとの連携は、EtherNet/IPTMでダイレクト制御。
　既存のシステムに、自作ロボットをかんたんに追加導入
●EtherNet/IP™はODVAの登録商標です。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

MECHATROLINK-Ⅲ対応ドライバ
SSCNETⅢ/H対応ドライバ

AZシリーズminiドライバ

定価：34,000円

RS-485通信タイプ

●MECHATROLINKはMECHATROLINK協会の登録商標です。
●SSCNETⅢ/Hは三菱電機株式会社の登録商標です。

■AZシリーズのモーターと、それらを搭載した電動アクチュエータを接続可能
■バッテリレスアブソリュートセンサで、モーターが位置情報を機械的に保持

●Modbus（RTU）は、Schneider Automation Inc.の登録商標です。

■狭いスペースにも収まるコンパクト設計
■装置の負担を減らす軽量設計（質量56g）
■バッテリ電源で使用できるワイドな電源電圧仕様
■AZシリーズのモーターと、それらを搭載した電動アクチュエータを接続可能
■バッテリレスアブソリュートセンサで、モーターが位置情報を機械的に保持

組み合わせできる
モーターと

電動アクチュエータ

AZシリーズ
の

詳細はこちら

53mm

24mm

47mm

モーター（ギヤードモーター） 電動アクチュエータ
AC電源入力・DC電源入力 DC電源入力

TSギヤード PSギヤード

ハーモニック
ギヤード

直交軸FC
ギヤード

中空ロータリー
アクチュエータ

ラック・ピニオン
システム

コンパクト
電動シリンダ

電動グリッパ

AC電源入力・DC電源入力

標準タイプ
電動スライダ 電動シリンダ

3STEPで簡単にセット
アップできる様子を動
画でご案内しています。
動画はQRコードからご
覧いただけます。 詳しくはこちら
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全国どこからでもお手持ちのPC・スマートフォンからご相談を承ります。
オンライン相談は、さまざまなシーンにご利用いただけます。

お客様のお困り事を
お気軽に

ご相談ください

でお悩み・課題解決!!WEB

オンライン相談 
場所を選ばずどこからでもご利用いただける

●お客様の図面やデータの設定画面のような同じ内容を見ながらのご相談
●足を運ばずに製品を確認
●トラブルが発生している現場から繋ぐことで、使用環境を確認

オンライン相談をご利用いただいたお客様の声

ご利用方法

お客様の声 1

お客様の声 2

●ご利用いただけるツール
平日 9:00～17:00
（土日祝日・その他当社規定による休日を除く）

「Teams」「Zoom」「FaceTime」等
●その他のツールはご相談ください

●お申込み後の流れ

●受付時間

WEBサイトから
お申込みください。

トップページ サポート・お問い合わせ オンライン相談お申込み
方法

オリエンタルモーター オンライン相談 検索

装置の立ち上げ時、データがうまく設定できず思うように動かせなかった。
オンライン相談で画面共有でき、設定したデータを見ながらアドバイスをもらえた
ので即解決できました。

トラブル発生時、現場をオンラインで繋ぐことが出来たので、訪問日の調整がなく、
即解決できました。

お客様の声 3 モーターの使い方を教えてもらいながら、機能の活用方法とデータの設定方法ま
で話ができた。電話と違い、顔を見ながら対話できるので安心感がありました。

お申込みフォームに入力いただいた後、当社担当から日程確認のご連絡をさせていただきます。
日程が確定しましたらオンライン相談のWEB会議リンクを送付させていただきます。
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なんでも知っている
ベテラン社員

知
恵 

学
く
ん

ち 

え 

ま
な
ぶ

オリエンタルモーターの
2年目営業マン

モーターの保護装置について
教えてください！

Q&Aはこちら

学くん 照代さん、教えてください!「ACモーター用に保護装置を選
定するから電流値を教えてほしい」と問い合わせをいただい
たのですが、保護装置についてよくわからなくて…。

照代さん 何を保護したいかは聞いたかしら?保護装置にもいくつか種
類があって、何の電流値を回答するかは、それによって変わ
るわよ。

学くん モーターと言っていたのですが…。そんなに種類があるもの
なのですか?すみません。次はちゃんと確認します。

照代さん まずは、保護装置の種類について説明するわね。保護装置の
使用イメージはこんな感じよ。

学くん ひとくちに保護装置と言ってもいろいろあるんですね。保護
装置によって確認が必要な電流値が異なるということでし
たが、それぞれどの値を見れば良いでしょうか?

照代さん 整理してみたわ。この表を見て。

学くん ありがとうございます!○○電流ってたくさんあるんですね。
照代さん 違いは説明できるかしら?
学くん 定格電流は定格トルク、定格回転速度で回転しているときの

値です。しかしそれ以外はちょっと…。
照代さん それぞれの電流についてもまとめてみたわよ。

※1 瞬時逆転電流はACモーターのレバーシブルモーター使用時のみ

学くん 理解できました!ただ、それぞれの保護装置を選定する際に
なぜ定格電流以外のデータが必要なのでしょうか?

照代さん 説明するわね。
 まずは、配線用遮断器とサーキットプロテクタね。どちらも、

何かしらのトラブルによって過電流が流れるのを、検出して
防ぐための装置よ。過電流かどうかの判断に定格電流値を
使うのはイメージがつくかしら。

学くん はい、イメージつきました。それ以外に、突入電流値と瞬時逆
転電流値が必要になるのはなぜですか?

照代さん 突入電流と瞬時逆転電流って、短時間に定格電流より大き
い電流が流れるの。これは異常ではないから、瞬間的な高電
流で遮断されないように保護装置を選んでもらう必要があ
るわ。配線用遮断器やサーキットプロテクタの特性上、基本
的には定格電流値で選定してもらえば問題ないけど、念の
ため突入電流と瞬時逆転電流にも注意してもらってね。

学くん 突入電流と瞬時逆転電流で反応しないものを選ばないと、
すぐモーターが止まってしまうということですね。だから、3
つの電流を把握して、過電流の時だけ保護装置が働くもの
を選定する必要があるんですね。

照代さん その通りよ、学くん。次に漏電遮断器について説明するわね。
学くん はい、お願いします。
照代さん モーターを回路と一緒に使う場合に、回路からの漏電を検

出して電源を遮断する装置よ。正常な回路でも、常時微弱な
漏れ電流は発生するから、漏電かどうかの判断に漏れ電流
値を使うの。

学くん なるほど、漏れ電流って故障した時だけ流れるものじゃない
んですね。だから選定時に必要ってことですね。

照代さん その通りよ。では最後に電磁開閉器とサーマルリレーね。学
くんはKⅡシリーズにサーマルプロテクタが内蔵されている
のは知っているかしら?

学くん もちろんですよ!過負荷などでモーターが決まった温度以上
に熱くなったら、自動的に停止します。

照代さん その通りよ。電磁開閉器とサーマルリレーの目的は同じで、
モーターが拘束されて大きな電流が流れたら電源を遮断す
る装置よ。だから、定格電流値では作動しないで、拘束時の
電流値で遮断されるように選定する必要があるの。

学くん そうなのですね。分かりました。
照代さん もう学くんも保護装置について回答できるわよね?
学くん 大丈夫だと思います!
照代さん ACモーターの保護装置選定の場合は、

Q&Aに「ACモーターに組み合わせるブ
レーカを選定しています。モーターに流れる
電流値を教えてください。」があるわよ。そ
れにACモーター以外の突入電流は技術
データに載ってるから併せて紹介してね。

学くん ありがとうございます。これで保護装置についてばっちり回
答できそうです!

保護装置の役割

保護装置の選定に必要な電流

各電流の意味

保護装置の使用イメージ

配線用遮断器
サーキットプロテクタ 漏電用遮断器 電磁開閉器

サーマルリレー
保護の
目的

電線・回路の
過電流による損傷

地絡による
感電・火災

モーターの
過電流による焼損

配線用遮断器
サーキットプロテクタ 漏電遮断器 電磁開閉器

サーマルリレー
定格入力電流 ● ●
突入電流 ●

瞬時逆転電流※ 1 ●
拘束電流 ●
漏れ電流 ●

電流の意味
定格入力電流 定格トルク、定格回転速度で回転しているときの電流値
突入電流 モーター起動時に流れる電流

瞬時逆転電流※ 1 レバーシブルモーターを瞬時正逆運転した時に流れる電流
拘束電流 シャフトが拘束された時に流れる電流
漏れ電流 絶縁されている箇所や経路から流れ出す電流
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お客様ご相談センター

TEL 0120-925-410　FAX 0120-925-601

技術的なお問い合わせ・お見積・ご注文の総合窓口

受付時間　平日／9：00～19:00 （土日祝日･その他当社規定による休日を除く）
携帯電話からもご利用可能です。

CC-Link、MECHATROLINKなどの
FAネットワークやMo dbu s R T Uに
関する技術的なお問い合わせ窓口

ネットワーク対応製品専用ダイヤル

受付時間  平日／9：00～17：30 （土日祝日･その他当社規定による休日を除く）
TEL 0120-914-271

WEBサイトでも、お問い合わせやご注文を受け付けています。

2022年1月26日（水）～2月25日（金） 会 期 会 場 オンライン

「New Motion」で当社製品や
イベントなどの情報を定期的に
お届けします。ご希望の方は、
添付のFA X送信状（水色の用
紙）よりお申し込みください。
発行頻度：年2～3回

「New Motion」
新規登録者募集！

時代はLEDへと変わり 役目を終えようとしている
白熱電球は ランプマンとなり　あなたのもとへ　やってきました

あなたに　そっと　寄り添うために

みんなが願いを込めて灯した光に囲まれ、ランプマンはな
んだかとても幸せだった。大きい光、ささやかな光、いろい
ろあって、でもどれも素敵。「僕の夢も、誰かを幸せにでき
るかな」。ギュッと握った電球が、今輝こうとしている。

カバーストーリー 「夢のチカラ」

ランプマンストーリー

107号のランプマン 銅と真鍮と白熱電球を材料に使用した、
かわいらしい「ランプマン」が表紙を飾っています！

小山　博紀　HIROKI KOYAMA

活動名『cb works』
1972年静岡県浜松市生まれ
2008年より銅と真鍮を材料とした
ハンドメイド作家活動開始

小山　博紀　HIROKI KOYAMA

活動名『cb works』
1972年静岡県浜松市生まれ
2008年より銅と真鍮を材料とした
ハンドメイド作家活動開始

プロフィール

展示会出展のご案内

●印に、ショールームが併設されています。お気軽にご利用ください。

TEL（03）6744-1311
TEL（0197）64-7902
TEL（022）227-2501
TEL（025）241-3601
TEL（029）233-0671
TEL（028）610-7010
TEL（0266）52-2007
TEL（048）825-8131
TEL（048）526-3851
TEL（042）660-4021
TEL（044）739-4471
TEL（045）982-0021
TEL（0463）21-7611
TEL（055）278-1541

TEL（052）223-2611
TEL（0566）73-5320
TEL（054）255-8625
TEL（076）431-0231
TEL（076）239-4111
TEL（075）353-7870
TEL（077）566-2311
TEL（06）6337-0121
TEL（078）915-1313
TEL（086）803-3611
TEL（082）211-1231
TEL（092）473-1575
TEL（096）383-7151

●東 京 支 社
北上営業所
仙 台 支 店
新潟営業所
水戸営業所
宇都宮営業所
諏訪営業所
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
甲府営業所

名古屋支社
豊田営業所
静岡営業所
富山営業所
金沢営業所
京 都 支 店
滋賀営業所
大 阪 支 社
兵庫営業所
岡山営業所
広島営業所
九 州 支 店
熊本営業所

TEL（050）5445-9709 TEL（050）5445-9710第 1 営 業 部
（ 東 日 本 ）

第 2 営 業 部
（中部/西日本)

オリエンタルモーターは、「IIFES 2022 ONLINE」
に出展します。
多様化するFAネットワーク環境のニーズに対応し
た製品を多数ご用意しています。モーターの状態を
データで直接把握でき、開発工期の短縮や装置シ
ステムの信頼性・保守性の向上に貢献します。
みなさまのご来場をお待ちしています。

オリエンタルモーター主催のWEB展示会を開催します。
この期間にしか視聴できないオンデマンドセミナーや、
当社製品を使って速く動かしてみた！ など、実験的な内容をご用意。
最新製品やソリューション事例もご提案いたします。
みなさまのご来場をお待ちしています。

プライベート展示会開催のご案内
WEB展示会 2022春
Online Exhibition 2022 Spring

メールマガジンの
ご登録はこちら

会場はこちら
https://iifes.jp/ex/
※ご来場にはご登録が必要です

お問い合わせ先 Tel.03-6744-0431

2022年2月14日（月）～3月31日（木） 会 期

会 場 オンライン
お問い合わせ先 Tel.0120-925-410

※開催前日まで、WEBページは開設しておりません。開催当日は、当社WEBサイトの
トップページ（https://www.orientalmotor.co.jp/）からご来場いただけます。
また、メールマガジンにて開催のお知らせをいたします。

●前回（WEB展示会2021夏）開催時の様子

https://iifes.jp/
https://www.orientalmotor.co.jp/magazine/
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