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モーターの速さに関わる単位換算ってどうやるの？

ロボットコントローラ MRC01
内製ロボットの制御が簡単にできる



ロボット導入プロジェクトの発足

ロボットの内製を検討される方が増えてきている背景には何があるのでしょうか。

生産現場における『人が行ってる単純な作業』。近年の労働人口減少による人手不足から、自動化して省人化
したいという方も多いのではないでしょうか。しかし、導入に掛かる手間や時間、費用によって、ロボットを導入
したくてもできないという方も多くいらっしゃるようです。そのような方々からの「ロボットを内製したい」という
お問い合わせが増えてきています。そこで今回は、当社のロボット導入事例と共に、新製品ロボットコントローラ
MRC01をご紹介します。

ロボット導入のトレンドは「内製」!?

生産量増加を機に人が行っている作業を自動化し、さらに省人化することを目標とした。
このプロジェクトを若手社員が担当することになった。

オリエンタルモーター生産設備の内製ロボット導入事例

ロボットコントローラ
MRC01

内製ロボットの制御が簡単にできる
ロボットの制御が課題で導入できずにいる方へ

今まで人が行っていた作業の人件費などを換算し、自動化による省人化で生産
単価を下げなければいけない。極力低予算で自動化装置を導入する必要がある。

装置導入後の投資効果を出すこと

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を進めている。モジュー
ル化には、装置サイズを統一する必要がある。さらに、1つ1つの装置を小型・軽
量で設計したい。

モジュール化された生産設備課題2

課題1

若手社員に与えられた課題

市販の産業用ロボットの導入は
高価。単純な動作の繰り返しの自
動化には、投資効果が見込めな
い。そのため、できる限り安価に
導入できないか検討したところ、
内製にたどりついた。

費用対効果
既存の装置にロボットを追加する
場所がない。場所に制約があり、
ロボットを導入したくてもできず
にいた。内製して装置のスペース
に合ったロボットを設計しようと
思い立った。

小型・軽量化
市販のロボットを導入したが、導
入後もメンテナンスに手が掛かっ
ていた。他にもロボットを導入し
たいと考えた際に、自分たちでメ
ンテナンスまでできるようにロ
ボットを内製することにした。

運用

1
モジュール化された生産設備例
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MRC01対応の
ロボットタイプ

水平多関節
（2リンク）

垂直多関節
（3リンク）

直交
（2軸、3軸）

AZシリーズ、中空ロータリーアクチュエータDGⅡシリーズ、コンパクト電動
シリンダDRシリーズ、電動グリッパEHシリーズ、ロボットコントローラ
MRC01だけの単純・小型設計で、1ユニット100万円以下の構成で導入
できた（電装込み／MRC01は定価22万円）。

ロボットアームの寸法や軸間距離、ワークの情報、運転条件等を選定
依頼用紙に記載し、依頼。最適なモーターが選定できた。

ロボット制御の経験が浅く、ラダーを組むのが大変。そこで、ロボットコントローラ
MRC01を導入することにした。プログラミングソフトMRC Studioを使って感覚的に
ロボットを制御することができた。

X Y

Z

X Y

Z

コンベヤや垂直多関節ロボット、直交ロボットなど数ある機構の中から水平多関
節（スカラ）ロボットを導入することに決定。その背景には限られたスペースの
中で搬送には位置決めを行いたいといった理由があった。

産業用ロボットのアーム下の限
られたスペースを活用した、内製
スカラロボット

内製したスカラロボット2ユニットを使用
した装置

自動化するために
内製ロボットの導入を決定
（一部工程）

ロボットコントローラ
MRC01

プログラミングソフト
MRC Studio

無償
ダウン
ロード

ロボットタイプの詳
細、MRC01の仕様
詳細はこちら

選定などロボット内
製のサポートはこちら

2

オリエンタルモーターの
ロボット用モーター選定
サービスを利用

3

ロボットコントローラ
MRC01でロボットを制御4

完 成5
X Y

Z

新製品

〈スカラロボットを内製した結果〉

制御可能ロボット台数 1台
最大制御軸数 6軸（エンドエフェクタ含む）

上位ネットワーク EtherNet/IP
プログラム点数 64点（1点につき128コマンドのシーケンスを作成可能）
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PRODUCT PREVIEW
「初期設定」「動作プログラミング」「動作確認」の3ステップで、内製したロボットを簡単に導入・制御
できるコントローラです。

簡単にスカラロボットを導入できたMRC01とは?

ロボットのタイプを選択

●ガイダンスに従って、ロボットのタイプをプログラミングソフト
MRC Studioで選択
●エンドエフェクタを設定

使用するロボットの寸法情報を、表示されたイラストに沿って入力

コマンド欄から選択し、動かしたい移動量や速度を設定。
ラダーなどの専門知識がなくても直感的にプログラム可能。

ロボットの寸法を入力

項目選択で、動作のプログラミング

モーター
ドライバ

標準タイプ ハーモニックギヤードタイプ
（ハーモニックドライブ）

TSギヤードタイプ
（平歯車機構）

PSギヤードタイプ
（遊星歯車機構）

直行軸FCギヤードタイプ
（フェースギヤ機構）

　　　   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行う、ステッピング
モーターベースのモーターです。AZシリーズは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。

ロボットコントローラMRC01に組み合わせて使用できる
　　　  AZシリーズとAZシリーズ搭載アクチュエータ

STEP1  初期設定

STEP2  動作プログラミング

実際にロボットを稼働

❶コマンドの選択

X Y

ZZ

X Y
Point1Point1

Point2

P to P制御

X Y

Z

直線補間 円弧補間
（ヘリカル補間）

X Y

Z

アーチモーション パレタイジング

Point2 Point3
X Y

Z

Point1Point1

Point4Point4

❷移動量、速度などの設定

移動量や速度など
数値を入力し設定
（ティーチングも可）

万が一プログラムが上手くいかないとロ
ボットの故障に繋がってしまいます。実際に
ロボットを動作させる前に、グラフィック上
で動作確認ができるので安心でした。

作成したプログラム
をグラフィックモニタ
で動作確認。

3Dシミュレーションで動作確認

テスト運転機能を使うと、
設定通りにグラフィックモ
ニタ上のロボットが動作。

STEP3  動作確認❶ ❷

MRC Studioの体験版はこちら

アクチュエータ

電動スライダ 電動シリンダ

ラック・ピニオン
システム

中空ロータリー
アクチュエータ

電動グリッパコンパクト
電動シリンダ
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PRODUCT PREVIEW

フィンガーガード
パネルセット

スリット板金
パネルセット

防塵・防滴
パネルセット

種類

IP仕様 IP2X IP4X IP43・55 IP54
適用プロペラファン EMUシリーズ/MUシリーズ【AC電源入力】　　MDシリーズ【DC電源入力】
適用プロペラファン

サイズ
□92mm－25mm厚、□92mm－38mm厚、□119mm（120mm）－25mm厚、

□119mm（120mm）－38mm厚
□119mm（120mm）－

38mm厚

ベルト
プーリ

エア配管

取付板

軸受

プーリ

吸着器

ねじ

エア配管

吸着器

ねじ

各種詳し
い情報は

WEBサ
イトへ

新製品情報

ランナー径φ100mm
定価：12,800円～

定価：35,200円～

定価：6,150円～

■高温吸気対応（吸気温度-10℃～+90℃）
■ダクトを取り付けやすい段差付き
■高静圧 ·強い指向性などの「性能の良さ」と、
　直接取り付け·風量調節※などの「使いやすさ」を追求

■制御盤の換気 ·冷却に最適なプロペラファン（別売）に
　後付け可能なパネルセット
■保護等級別にパネルセットをご用意
　設置する用途に合わせてパネルセットを選択可能
■ IP54仕様はラチェット機構のため、
　ねじを使わずに制御盤への取り付けが簡単

DHシリーズ
中空ロータリーアクチュエータ

MBシリーズSタイプ
ACブロワ

※風量調節ダンパ（別売）を使用すると
　手動の風量調節が可能

詳しくはこちら

詳しくはこちら防塵・防滴パネルセットIP54仕様
制御盤取付用パネルセット

●アクチュエータ

サイズ
［mm］ 電源電圧［V］ 最大風量

［m3/min）
最大静圧
［Pa］

ランナー径
φ100

三相 200、三相 220/230
単相 100、単相 110/115
単相 200、単相 220/230

2.5 320

ランナー径
φ120 5.2 450

NEW

■5相ステッピングモーターに中空ローターを採用したアクチュエータ
　高精度な位置決め、微細な動作を安定して繰り返すことが可能
■中空穴に配管 ·配線を通すことができ、装置の簡素化 ·小型 ·省スペース化に貢献
■中空フランジに負荷を直接取り付けできるため、可動部周辺の部品点数を削減

部品・設計時間、組み立て工数削減

取付角寸法［mm］ 中空径［mm］ 質量［kg］
28 φ5.2 0.17

42 φ10 0.47

NEW

ダクトを取り付けやすい
段差付き

詳しくはこちら

ラチェット機構
吐出用 吸込用

取付角寸法42mm 取付角寸法28mm
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制御盤内を換気冷却し、適切な温度に保つためには、その条件を満たすファン
の必要風量を把握する必要があります。ファン選定ツールなら、条件を入力する
だけで風量・発熱量を自動で算出、型式絞り込みまで1ページで完結します。
適切なファンモーターを選定することで、カーボンニュートラルにも貢献できます。

でお悩み・課題解決!!WEB

制御盤のサイズ、材質、設置場所などの条件を入力。
自動計算で求めた発熱量の値が反映され、必要風量を求めることができます。

必要風量の計算

ファン選定ツール
最適なファンを簡単絞り込み!

Step1

Step1で必要風量が計算できたら、あとは使用条件を選択するだけで
適合する製品が表示されます。
品名をクリックすると、すぐに製品ページにアクセスできます。

製品絞り込み
発熱量を含む必要風量の計算プロセ
スを印刷できます。社内での検討時
に参考資料としてご活用ください。

計算結果の出力Step2

ダウンロード不要
ログイン不要

プルダウンで
盤内収納機器を選択

使用台数、
負荷率を入力

発熱量を
自動計算！

悩んだ時は
、

オリエンタ
ルモータ

ーの

WEBサ
イトをみて

ね！

ファン選定ツールを
利用するには

ファン選定ツール
WEBサイトから トップページ サポート・お問い合わせ ファン選定ツールで選ぶ

オリエンタルモーター ファン選定ツール 検索

電源や増幅器類、配線用機器類などオリエンタル
モーター製品以外も発熱量の計算ができます。

複数台使用する
場合も、台数を
考慮した製品を
表示します。

ひと手間
を

削減
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オリエンタルモーターの
2年目営業マン

モーターの速さに関わる
単位換算ってどうやるの？

学くん 照代さん!ベルトコンベヤに使うモーターの選定計算を教え
てください!コンベヤ上の速度、10m/minをモーターの回
転速度へ換算する方法が分からなくて…。

照代さん 機構上の搬送速度はm/minやmm/secなどで考えること
が多いけど、モーターは回転速度のr/minで考えるから戸
惑うことがあるわね。でもポイントを押さえれば難しくはな
いわよ。

学くん そうなんですか?そのポイント教えてください!
照代さん ポイントは2つ。
 1つ目は時間の単位を合わせること。
 2つ目は機構上での移動距離がモーターの出力軸上だと何

回転分になるのかを計算することよ。
学くん 今回は時間単位が同じminなので、コンベヤ上での移動距

離10mがモーターの何回転分なのかを考えればいいんで
すね。今選定しているコンベヤは駆動ローラーの直径がφ
0.03mだから、円周は約0.094m。10m進めるためには
10m÷0.094mで約106回転になるので、10m/minで動
かすためには約106r/minでモーターを回転させる必要が
あるってことですね!

照代さん そういうこと。ベルトの搬送速度をモーターの回転速度の
r/minへ換算する計算式があるから教えておくわね。

学くん ボールねじの場合はmm/secで考えることが多いですよ
ね。mm/secからr/minへ換算するには、単位をminに合わ
せるのと、ボールねじ上で進む距離がモーターの何回転分
なのかを考えればいいんですね!

照代さん 正解。モーターを選定する際に搬送速度などの単位を別の
単位に換算することは多いから、考え方を理解しておくのは
大事なことね。でも、毎回電卓で計算するのも大変だから、
技術サポートツールの速度換算を使うと便利よ。搬送速度の

m/min、m/sec、mm/secからモーター回転速度のr/min
への速度換算が簡単にできるわ。

学くん ありがとうございます。これで迷うことなく選定できそうです。
照代さん 今回、お客様はどんなモーターを使用する予定なの?
学くん お客様がモーターの停止精度を気にされていたので、ステッ

ピングモーターで選定してみようかと思っていました。
照代さん ステッピングモーターだとパルス速度のHzでモーターの回

転速度を設定することが多いわよね。r/minからHzへの換
算方法は分かっているかしら?

学くん 任せてください!1パルスあたりの移動角度が分かれば簡単
に求められますよね。

照代さん 正解!回転速度のr/minからパルス速度のHzへの換算も技
術サポートツールで簡単にできるわ。他にも色々な単位換算
もできるから試してみて。あと、使用するモーターが決まって
いない場合は、モーター選定ツールを使うと簡単にモーター
の品名まで選定ができるから案内してみてね。ログイン不要
で誰でもすぐに使えるわよ。

学くん ありがとうございます!早速選定してお客様へ最適なモー
ターを提案してきます!

モーター回転速度：NM［r/min］
ベルトの搬送速度：V［m/min］
駆動ローラーの直径：DR［mm］
1次側のプーリ径や歯数：D1［mm］（直径の場合）
2次側のプーリ径や歯数：D2［mm］（直径の場合）

モーター選定
ツール

パルス速度：f［Hz］
1パルスあたりの移動角度：θS［deg］
モーター回転速度：NM［r/min］
■回転速度NM［r/min］からパルス速度f［Hz］への換算式

■［m/min］→［r/min］の場合

NM = 1000 ・ ーーーー ・ ーーー
πDR D1

V D2

f = NM ・ ーーーー ・ ーーー
θS 60
360 1

技術サポート
ツール
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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。

●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）526-3851
TEL（046）236-1080
TEL（055）278-1541
TEL（052）223-2611

TEL（0566）62-6001
TEL（054）255-8625
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）569-7900
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
熊谷営業所
南関東支店
甲府営業所
名古屋支社

豊田営業所
静岡営業所
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)

●　　　　　　   、　　　　、　　　、　　  、ABZOセンサは、日本その他の国におけるオリエンタルモーター
株式会社の登録商標または商標です。

2022年6月30日（木）～7月2日（土） 会 期

会 場 Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

展示会出展のご案内

●過去に出展した展示会のブースイメージ

お問い合わせ先 Tel.0120-925-410（お客様ご相談センター）

ロボットテクノロジージャパン

出展内容について詳細はこちら https://www.orientalmotor.co.jp/exhibition/schedule/

お知らせ NewMotion108号から、環境に配慮した情報紙へと生まれ変わりました。
今号ではバイオマス素材の封筒を使用しています。 また、FAX送信状の同封を取り止めさせていただきます。
今後、ご登録情報の変更がございましたら、WEBフォームよりお知らせください。
皆様のご理解の程よろしくお願いいたします。

ご登録情報の変更、新規での郵送依頼、配信停止「New Motion」

「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、WEBフォームよりお申し込みください。URLまたはQRコードよりお願いいたします。 

108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！

若々しいLEDの輝きに、ランプマンは目
を細める。眩しさと、嬉しさで。「省エネ
ルギーで長持ちか。新しい時代が来た
んだね」。そう言いながら、昔々自分を
描いてくれたあの人も、同じ気持ちだっ
たのだろうかと、ふと思い出す。

カバーストーリー 「はじまりのとき」

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

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

ランプマンストーリー

https://www.orientalmotor.co.jp/nm/

https://www.orientalmotor.co.jp/exhibition/schedule/?utm_source=nm&utm_medium=content.text
https://www.orientalmotor.co.jp/nm/?utm_source=nm&utm_medium=content.text
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