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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、
世界中にお届けする製品・サービスの品質と
スピードを進化させ続けることで、
美しい地球環境を持続させ、
社会や産業の発展に常に関わり続けています。

この冊子は、いつもお客様とともに世の中の動きに関わり続けていく
オリエンタルモーターグループの
さまざまな取り組みを紹介しています。

編集方針
オリエンタルモーターは、2017年度より「環境報告書」
の報告範囲と内容を広げ、社会のニーズに応えるよう
持続的に取り組んでいる事業活動について「オリエンタル
モーターレポート」として発行しました。特に2016 年
度に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。

報告範囲
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。

報告期間
2016年4月1日～2017年3月31日
（一部この期間外の情報も含みます）

発 行 日
2017年6月20日

表紙について
オリエンタルモーターが活躍する架空の街です。
どこに製品がありそうか、想像してみてください。
イラスト：梁川友世

いつでも、どこでも、「動き」のニーズ に応えるために。



ニーズに応える「動き」の
進化が
明日の社会に価値を
提供し続けます。

トップメッセージ

トップメッセージ

代表取締役執行役員社長

独自のビジネススタイルで
グローバルに成長を続ける

　私たちは2011年度に、海外売上比率50％超を目指す「グ

ローバル50」を成長のキーワードとして掲げました。冒頭で

も述べましたように、私たちはいつもお客様とともにある営業

スタイルを貫いています。これは、海外においても同じ考え方

です。2016年度は海外売上比率が40％を超えました。さらに

海外での売上を伸ばすためには、成長が見込まれる新興国で

のマーケット拡大が重要です。また、欧米、中国、台湾、韓国と

いった既存市場での新規開拓では、日本国内同様にお客様の

近くに販売拠点を展開するだけでなく、代理店による販売網の

開拓など、広い範囲をカバーする新たな発想が今後の課題と考

えています。

社員の成長が
持続的な発展の源泉

　私たちオリエンタルモーターには、「アワカンパニー」という

考え方があります。社員1人ひとりが生き生きと輝いて働き続

け、自分たちの会社を自分たちで守り、成長させていくという考

え方です。この考え方が、どんな苦境にも負けず、全員で持続的

に事業を発展させ、社会に価値を提供していく源泉となってい

ます。

　多様な社員の多様な働き方を可能にするよう、2015年度か

ら就業時間の短縮や、有給休暇取得促進、残業時間削減など働

き方改革に着手しました。その目的は単に勤務時間を短くする

ことではなく、仕事のやり方を見直すことで、より効率の良い働

き方、生産性の高い仕事にするために知恵を出しあうことにあ

ります。2016年度は、すでに変化が見られるようになり、成果

が生まれてきています。

　社員1人ひとりが生き生きと働き続け、活躍を続けることがや

りがいとなり、会社の業績向上につながると信じています。私た

ちオリエンタルモーターは社会に価値を提供し続ける企業であ

るために、今後もさらに挑戦を続けます。

いつもお客様とともにある事業活動
ニーズに応え続けてきた製品開発

　私たちオリエンタルモーターは、おもに産業用の精密小型

モーターを開発・生産・販売しています。私たちの取り扱う精密

小型モーターは、動力源として装置を動かす、動きのスピードを

変化させる、動かすものを決まった位置に正確に止める、装置

の温度管理をする、といった多様な機能を持っています。こうし

た製品を通して産業界のあらゆる装置に関わることで社会に広

く価値を提供し続けてきました。

　「動き」に対するニーズは時代とともに変化し、多様化してい

ます。ニーズにすばやく対応し、いつでもお客様の近くでお客様

の声を聞けるよう、体制を整え、製品に生かしてきました。特に

2014年以降はACモーター、ブラシレスモーター、ステッピン

グモーターなどの主力製品を時代のニーズに合わせてリニュー

アルし、いつでもどこでも短納期でリーズナブルに入手可能な

標準品としてバリエーション展開してきました。私たちのビジネ

ススタイルが国内だけでなく、海外のお客様にも浸透してきて

います。

　2016年度は、特に半導体製造装置、有機ELをはじめ、新世

代デバイスと言われる３D-NANDなど、日本、中国、韓国を中

心に世界中の生産設備のニーズに応えていったことが業績の大

幅な伸長という結果をもたらしました。

産業界におけるこれからの動き
ロボット化に対応する技術開発

　産業界ではロボット化が進んでいます。今後は、産業界だけ

でなく社会全体で自働化が進むことが予想されます。私たちは

人の動きを補うもの（自働化）を広義のロボットとしてとらえ、

動力源という単純に回ることだけでなく、変速・位置精度など

の動きそのものへの要求や、装置組み込みという環境で小型・

軽量・高効率などのニーズにも応えられる動きをとっています。

こうした分野において、モーター単体ではなく、ギヤ（減速機）

やアクチュエータ、ファンなどモーターと組み合わせた製品をは

じめ、制御回路や、周辺機器など「動き」に関わる製品を手が

けてきた、私たちオリエンタルモーター独自の技術力は大きな

アドバンテージになっていると考えます。

4 5



精密なミクロン単位の位置決め運転を実現
する製品です。細かな動きの必要な半導体
製造装置や繰り返し位置決めする加工機械、
高い信頼性が求められる医療・分析機器な
ど、精密機器からファクトリーオートメー
ション、ロボット技術の分野まで、位置決
め制御のニーズは限りがありません。

【位置制御】
ステッピングモーター /
　　　　　     　　　　ACサーボモーター

使用シーンに応じて速度制御することで、
ゆっくり静かに運んだり、優しく開け閉め
したり、より快適な動きを提供します。小型・
高出力・高効率のモーターと、クルクルポ
ンで簡単に速度設定できるドライバなどが、
地球環境にも優しい動きを実現します。

【速度制御】
スピードコントロールモーター

高精度のモーターに、ボールねじや回転テーブル機構などを組み合わ
せた製品です。設計業務が効率的になり、機器製作の時間短縮と品質
向上に貢献します。「運ぶ」「押す」「引く」「上げる」「下げる」「回す」など、
さまざまな動きを簡単に実現します。

電動アクチュエータ

最も簡単に一定速度の回転運動を実現する
モーターです。自働機器の動力源として幅
広い出力を揃えています。モーターもギヤ
ヘッドも進化を続け、高トルク、高強度、
低発熱、長寿命、省スペースなど、さまざま
なニーズに応えています。

【動力】
AC小型標準モーター

社会のさまざまな熱源に対して換気・冷却し
たり、結露防止したり、装置が安定して稼働
するよう温度管理する製品を取り揃えていま
す。より静かで長寿命だったり、低消費電力
だったりすることで、環境管理やメンテナン
ス管理のニーズにも応えます。

【温度管理】
ファン&サーマルマネジメント

医療機器の分野では、より確かな信頼性が求められます。
CTスキャンや、血液分析機、レントゲン、MRIなど高度な先端医療機器に

精密な「動き」で応え、人の健康と安全にも貢献しています。

1人前の惣菜やふんわりカットされたサンドイッチなど、
コンビニエンスストアに並ぶ商品の製造工程や、

回転寿司の高速レーンなどにもオリエンタルモーターは関わっています。
全自動洗浄機、食品加工装置、計量器、包装機、スライサーなど、

人々の生活スタイルの変化とともに食品機械へのニーズも広がります。

例えば銀行のATMや監視カメラ、
駅の自動改札機や電車の座席の回転など。
オリエンタルモーターの製品は、
機器の中で「動き」を支え、

便利な暮らしの実現に貢献しています。

交通機器、金融機器

医療機器

食品・計量・包装機械

「運ぶ」「つかむ」「押す」「引く」「冷やす」などさまざまな
「動き」が求められるだけでなく、装置や工場全体の
ネットワーク化が進むファクトリーオートメーション。

オリエンタルモーターは、多様な FA ネットワークに幅広く対応し、
あらゆる工程の「動き」を実現することで、
日本のモノづくりを支えています。

ファクトリーオートメーション

メーカーや研究所などの各種分析機器、電子顕微鏡、
半導体製造装置などは、ミクロン単位の精度が求められます。

小さな電子部品をつまみ上げて運んだり、
カメラの画像がブレないように振動を抑えてピタリと止めたり。
オリエンタルモーターは、高精度な「動き」を提供します。

半導体・電子部品製造装置

あなたの隣のオリエンタルモーター
人々の生活のなかで、モノづくりの現場で、社会のさまざまな場面で求められる「動き」。
オリエンタルモーターは、それらの「動き」へのニーズに応えることで、
暮らしや産業の広がりとともに社会の役に立っています。
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。
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あなたの隣のオリエンタルモーター



～ ダイバーシティの推進 ～

　国内だけでなく、アメリカや中国でも営
業経験を積んできていたので、シニアになっ
てもその経験を活かせる場があることを
知って嬉しかったですね。タイでの私の役
割は、これまで培ってきた知識、技能、経
験を現地の若手社員に継承し、業績を向上
させることですが、伝承役としてだけでなく
若い頃に戻ったようにバリバリと営業活動も
しています。
　これからの企業は、適材適所で１人ひと
りが最大限に力を発揮できる環境づくりが
大切だと思います。私は新たに得たこの広
大な海外の大地に、モーターを使っていた
だく市場を開拓できることに大きなやりが
いを感じています。そして新しい働き方を通
して自分の伸びしろも再発見することがで
きました。これからもチャレンジを続けます。

　製造部門の男性の育児休業申請第 1号だ
と知り迷いましたが、上長が「取った方が
いいぞ」と勧めてくれ、同僚も応援してくれ
たので気持ちよく取ることができました。
　私が担当する新製品の試作加工や生産ラ
インの治具加工は、自分の加工技術が製品
の品質に影響します。これまでは、時間を
忘れて納得いくまで仕事をすることもありま
したが、育休後は決められた納期の中で自
分のスケジュールを調整し、フレックス勤
務も活かして、早く帰れるときは早く帰ると
いったように、オンとオフにメリハリを付け
るようになりました。
　育休取得によって、家族に対してできる
ことは何でもやりたいという気持ちが生ま
れ、それが仕事の仕方まで変えることにつ
ながっています。

　アクチュエータ製品の準備・前工程グルー
プのラインのリーダーを任されています。
リーダー職に不安はありましたが、上司と
話したり、他拠点にいる同じ立場のメンバー
との研究会で悩みを共有したりすることで、
仕事の進め方がわかってきました。雇用形
態がさまざまなメンバーで構成される職場
では、改善活動などを進めていくには、皆
の協力が必要です。残業しないでどう時間
をつくっていくかなど、多能工にチャレンジ
しています。私自身、入社当時は、ずっとラ
インで組立をするのかなと思っていました
が、仕事が変わっていきました。多能工を
進めるなかで後輩から「1つのことだけでな
く、こういうこともしてみたかった」という
声をもらえたことが、今後の仕事の進め方
を後押ししてくれています。

男性
育児休業取得
第1号

国境も年齢差も
ない

チャレンジ環境

ラインリーダーとして
新たな可能性に

トライ

育休を機に
仕事の効率化を

意識

インで組立
が、仕事が
進進めるなか
く、、こういう
声をもらえもらえ
を後押しして

鶴岡西事業所 製造技術部 
加工工程課 主任

佐 藤  樹

土浦事業所 製造部
機構製造課 準備工程ラインリーダー

郡司 陽子

ORIENTAL MOTOR (THAILAND) CO., LTD. 
オリエンタルモーター タイランド

大山 英明

　出産後、育児休業を取得して復帰し、購
買計画に基づく発注業務を中心に行ってい
ます。保育園へのお迎えのため、復帰当初
は時短勤務でしたが、時差勤務という選択
肢があることを知り、現在はフルタイムで働
いています。状況に応じて働き方を選べる
のはとてもありがたいです。また、子どもの
病気などで急に休まなければならないとき
も、職場全体で互いの仕事をカバーし合え
る環境があるので、働きやすさを感じてい
ます。
　仕事と育児を両立する上で、以前よりも「時
間内で業務を行う」という意識が強くなりま
した。見えたものから手を付けるのでなく、
すべての業務を一度整理して、優先順位を
付けることを大切にしています。これからも、
限られた時間の中で効率的な方法を常に考
えていきたいです。

高松カンパニー 管理部
購買課 調達グループ

田尾 有賀里
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多様な社員が
輝き、
牽引する会社

オリエンタルモーターは、2014年12月
にダイバーシティ推進活動をスタートしま
した。
リーダーと部下の年齢差や意識の違いを
認識することでお互いに生き生きと働け
る職場にするにはどうしたらよいか考え
る研究会や、産休・育休の推進、コミュニ
ティ活動など、さまざまな取り組みを実施
してきました。
2016年度に女性の活躍推進活動を進
め、2017年度はさらに一歩進めて、多様
な社員が輝き活躍する会社となるよう、
全社課題として取り組んでいます。

クローズアップ
価値創造を支える力



桑田：「ダイバーシティマネジメント研
究会」に参加された感想を聞かせてく
ださい。

中澤：私の部署は女性も多く、産休や
育休を取得するタイミングとも重なって
いたので、女性の働き方を意識するい
い機会になりました。また、女性だけで
はなく多様な社員が多様な働き方をす
るための取り組みの重要性も理解でき
ました。
奥田：営業は女性の営業力を強化する
という方針を掲げています。ある意味、
先行していたともいえますが、この研究
会を経て、中澤さんが言うように、ジェン
ダーや年齢だけでなく多様性の範囲は広
いことを意識するようになりました。
仁木：私の部署では2015年からライン
リーダーに女性を抜擢していて、女性が
活躍している部署だと思っています。研
究会はメンバーのキャリアプランや新

しい働き方を模索するなど次の段階に
進むきっかけとなりました。

桑田：ダイバーシティの第一歩は女
性からということで、会社方針として
2014年度から女性の活躍推進を掲げ
ました。2017年度からは女性だけでな
くすべての社員の多様な働き方を支援
する方針に進化させましたが、女性の
活躍推進についてはどう受けとめまし
たか。

仁木：単なる女性活躍推進ではなく、
勤務時間を短くするなどの働き方改革
の一端だと認識していました。
奥田：オリエンタルモーターは他社より
は女性が活躍しているというイメージ
がある一方で女性のリーダーが少ない
という実情もあったと思いますので、大
きな意義があったと思います。
中澤：会社が掲げた勤務時間の短縮は

確実に効果をあげています。以前は女
性も新製品発売直前などは遅くまで働
いていたものですが、効率的な仕事で
早く退社するようになっていますので、
会社が進むべき方向は正しかったと思
います。

桑田：女性は男性と比べると出産、育
児などのライフイベントによってキャリ
アに影響を受けやすい。そのような女
性に対して、何か配慮や工夫をしていま
すか。

中澤：産休や育休を取得する社員に責
任のある仕事を任せることで復職後の
モチベーションを高めるという試みをし
ています。
仁木：私のところも、育休取得後に戻る
ポストを用意しています。自分のキャリ
アプランが明確になって安心して休める
環境を整えることが重要だと思います。

奥田：営業は出産を機に退職する社員
が多い部署でしたが、最近は復職する
社員が増えてきました。若手の活躍を
どんどん進めている一方で復職後のベ
テラン社員が活躍する場との両立が必
要です。より働きやすく、かつ効率的な
体制づくりを継続して考えていく必要
があります。
中澤：女性は能力の高い人が多いので
すが、新しい役割を持たせようとしたと
きにはまず「イメージがわかない」とい
う反応があります。また「仕事量が増え
る」と身構えることがあります。私は仕
事のイメージと、仕事のやり方を変えれ
ば仕事量が増えないことを、時間をか
けて説明することで納得してもらうよう
にしています。
女性が身構えてしまうのは女性リー
ダーのロールモデルがいないことが大
きな理由なのかもしれません。
仁木：私のところでは、ラインリーダー

というロールモデルが誕生しました。そ
のことでラインリーダーを目指す社員
が増え始めています。またラインリー
ダーはグループリーダーを目指すように
なるという好循環になっています。

桑田：苦労していることや悩みはあり
ますか。

中澤：周囲にも経験者がいないので、
人事部や研究会の講師の方などに相談
しながら進めていますが、重要なのはコ
ミュニケーションを深めて信頼関係を構
築することだとわかってきました。
仁木：女性は引っ込み思案なのか、自分
をアピールすることが少ない。そのため
に、業務についての知識や能力の有無
を判断できなくて、どこまで任せていい
のかわからないことがある。中澤さん
が言うようにコミュニケーションが重要
なので、2017年度は課内ミーティング

の場を多く設け、積極的に女性に意見
を言っていただくことで、職場改善を実
践していきます。
奥田：営業もチームプレイであることは
変わりません。チームとしてのベクトル
を合わせるためにはやはりコミュニケー
ションが重要です。リーダーとしてのビ
ジョンを明確にしてそれを繰り返し伝え
ることでメンバーが意思疎通を図れる
ように努めています。

桑田：これから取り組んでいきたいこと
は何でしょうか。

中澤：メンバー皆と自分たちの守備範囲
を広げようと常に話をしています。私た
ちの守備範囲が広がることで、自分たち
の次の工程ではより大きな仕事をするこ
とができます。また自分たちも新しい価
値を見出すことにつながり新しい働き方
に結びつく、そう思っています。
奥田：時間内にさまざまなことにチャレ
ンジして成果をあげることで、楽しさを
発見するという環境を整えていきたい。
達成感を得られることが、次の成長につ
ながるという好循環になります。そして
成長し続けることが多様な働き方を実
現するための大事な要素になります。
仁木：多様な働き方をさらに進めていく
には、1つの事業所だけでは限界がある
と思います。複数の事業所間の連携を
強めて、もっと新しい可能性を見つけて
いきたいですね。

桑田：オリエンタルモーターの働き方
改革はまだ始まったばかりです。多様
な働き方で新しい価値を創造し続ける
ために一緒に頑張りましょう。
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確かな成長に導くために
  オリエンタルモーターでは働き方改革のなかで、
  管理職に対してダイバーシティ推進の必要性・重要性と現状について考え、
  ボトルネックを理解したうえで信頼関係構築のためのポイントを学ぶ
「ダイバーシティマネジメント研究会」を実施しています。
  2016年度の研究会に参加した3名のリーダーに、現状と今後の課題について聞きました。

～ ダイバーシティに求められるリーダー像 ～

大阪支社
営業課
リーダー

奥田 訓士

相馬事業所 製造部
モーター製造課

課 長

仁木 稔則

回路技術部
技術2課
課 長

中澤 隆宏

人事総務統括部
ダイバーシティ推進リーダー

桑田 百合子

クローズアップ
価値創造を支える力



ニーズに応える
技術・開発

オリエンタルモーターの技術体系図

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

省エネルギーにより消費電力は従来比45％減※

低発熱

操作性 標準化 環境デザイン

小型化 低振動 低騒音高効率 高精度高出力

安全性 信頼性 長寿命

実装

■ 画像検査
■ 表面実装

■ 鉛フリーはんだ

基礎
■ 磁気工学
■ 制御工学
■ 機械工学

設計
■ 磁気
■ 回路
■ 構造
■ ソフトウェア
■ 放熱

解析・評価
■ 構造
■ 振動
■ 音響
■ 流体
■ 熱

関連
■ ネットワーク
■ センサ
■ トライボロジー
■ 3DCAD

組立
■ 巻線
■ 接着
■ 締結

加工
■ 切削
■ 熱処理

■ 塗装
■ 高精度歯切り

金型
■ プレス
■ ダイカスト
■ 樹脂成型

分析・測定
■ SEM
■ 分光光度計
■ 三次元測定
■ 蛍光 X線
■ EMC

製品技術 生産技術

生産性向上 科学発展自働化 安心・安全 省エネ・省資源

モーター 電動アクチュエータ
ギヤ ファン回路

オリエンタルモーターは、幅広い市場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。

　ステッピングモーターに対しては、高ト
ルク化・低振動化が常に求められています。
　CVKシリーズではモーター巻線設計
の見直しと駆動回路の高効率設計により、
モーターの特性を最大限に引き出して大
幅なトルクアップを実現しました。また、
フルデジタル制御のフルタイムマイクロス
テップ駆動によって、従来品の低振動・低
騒音をさらに向上させることでお客様の課
題解決に貢献しました。

モーター巻線仕様を高電流化したことで、
使用領域が大幅に拡大しました。

フルデジタル制御のフルタイムマイクロステップ
ドライバにより、さらに低振動・低騒音を実現。

　自働化や IoT化などにより、モーターに対する要望は、ますます変化してきています。
　  AZシリーズは、ドライバのモニタ機能やインフォメーション機能により、モーターの負荷の変化、温度の変化、移動量の管理、電
源電圧の変化などを把握することが可能なため、お客様の装置の予防保全などの課題解決に貢献することが可能となります。
　オリエンタルモーターでは、今後これらの機能を搭載した商品をスピーディーに展開し、常に時代が求める要求に応えていくことで、お客様
と一体となって、新たな価値を創造し続けます。

自働化、IoT化に向けた開発も進む

●全速度域高トルク化 ●さらに低振動・低騒音化

技術開発の例 
高効率によるモーター発熱低減で
連続運転を可能に

低騒音、低振動を実現

技術力の育成

●サーモグラフィによる温度分布

●消費電力量
※運転条件
　・回転速度：1000 r/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

●同一条件運転時のモーター外被温度　オリエンタルモーター独自のクローズド
ループ制御を採用した  。
　ステッピングモーターの使いやすさはそ
のままに、応答性・信頼性を向上させた製
品です。
　  ARシリーズは、発熱を低減する
ためにモーターの電磁鋼板の変更、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
に削減することができました。この高効率
の技術を他のシリーズにも順次展開するこ
とで、より多くのお客様の課題解決に貢献
しています。
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　オリエンタルモーターの技術者の大き
な特長は現場主義です。技術者は入社数
年で営業担当者とともにお客様のもとへ
うかがい、自社の製品が活用されている
現場を、自分の目と耳で確かめます。お
客様から技術上の質問や相談をいただく
ことも多く、信頼関係がより深まるととも
に、お客様の声を直に聞くことでスピー
ディーな改善や、次の開発に結びつける
ことが可能となります。

現場主義が
お客様の課題を解決する
最大の武器

技術標準部 技術標準課
課長

平野  篤

　多数の製品バリエーションに対応する
ため、必要な技術も多岐にわたります。
要素開発から生産技術まで見通す体制を
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、市場のニーズにタ
イムリーに応えることを実現しています。
技術部門の体系づけられた技術情報と教
育カリキュラムによって技術力が育成さ
れ、さらに魅力ある製品開発につながっ
ています。
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クローズアップ
ニーズに応える技術・開発



お客様

お客様情報

お客様本位の
製品開発・製品改善

営業活動 ご相談センター
情報（電話問い合わせ）

フィールド
サービス情報

お客様からの
返却品 選定サービス

こうあってほしいというニーズ

改善改良の
サイクル

　製品選定や設計などのご相談から、購入後のメンテナンスやト
ラブル対応まで、世界中のオリエンタルモーターで専任のスタッ
フが対応します。
　ニーズに応じた製品開発とともに複雑化する技術相談について
迅速に対応するよう、社内にトレーニングセンターを設けて社員
のスキルアップにも取り組んでいます。

→サポート体制の詳細はP19「お客様に対する取り組み /お客様サポート体制」
 をご参照ください。

　2016年 5月に、信頼性試験施設をつくば事業所内に移設し、信頼
性試験棟として稼働を開始しました。信頼性試験棟では、寿命試験や
温度サイクル試験、振動試験など、さまざまな試験を行えます。製品
の開発や改善を行う際、専任の技術者がスピーディーな検査・測定を
行い、事実をとらえることで信頼性を確保しています。

　オリエンタルモーターの製品は、日本の電気用品安全法をはじめ
CEマーキング（EU）、UL 規格（米国）、CCC強制認証制度（中国）
などの国内外の主要な安全規格・法令に適合しています。
　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・法令への適合を試験・評価する製品安全
試験所、EMC試験センターを設けています。ここでは、製品安全お
よび EMC（電磁両立性）技術者の国際的な資格“iNARTE”※1,2 取
得者が中心となって試験を行い、試験技能や施設は試験所マネジメン
トシステムに基づいて管理されています。特に製品安全試験所は製品
の安全性の第三者認証機関であるUL※3 の試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。
　オリエンタルモーターは、これらの取り組みを通し、安心してお使
いいただける安全な製品をお客様に提供しています。
※1  i NARTE（The International Association for Radio, Telecommunications and 
Electromagnetics） 

※2  2017 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  Underwriters Laboratories, Inc.

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。

使われ方を考慮した試験を実施する
信頼性試験棟

製品の安全性を保証する試験体制

いつでも、どこでも、お客様の近くで

安全性・信頼性確保の
取り組み

多種多様な
製品だから、
使用環境もさまざま

お客様第一
最適な「動き」を実現するために、いち早くご相談を承り、
世界中に直販体制を構築し、いつもお客様の近くにいる、
それが私たちオリエンタルモーターです。

名古屋お客様ご相談センター

　すばやくニーズをとらえるため、世界中に直接販売のネットワー
クが100カ所以上あります。日本、台湾、中国、韓国、シンガポー
ル、米国には、ショールームも設けています。
　また、技術セミナーや展示会をはじめ、情報誌やWEBサイト
を通してお客様とのコミュニケーションに努めています。

 →販売網はP31「拠点一覧」をご参照ください。

製品安全試験所（つくば事業所内）

ステッピングモータードライバの
部品故障試験

ACモーターのロックドローター試験

走査型電子顕微鏡（SEM）による細部のチェック

信頼性試験棟外観（つくば事業所内）

冷熱衝撃試験装置

「動き」に関することなら、何でも

お客様のニーズをとらえて、
開発・改善につなげる
　日々の営業活動をはじめ、お客様ご相談センター、フィールドサー
ビス、選定サービスなどビフォー・アフターサービスや、検査・修
理対応等、さまざまな営業チャネルを通して、お客様のニーズを
タイムリーにとらえ、製品開発・改善につなげています。
　いつもお客様を第一に考え、お客様の声を、製品開発をはじめ
としたすべての活動のサイクルに紐づけ、このサイクルを回し続け
ることで、よりご満足いただける価値を提供し続けていきます。

Cibus Tec 2016（イタリア）

プライベート展示会・モーターフェア（日本）

MTA HANOI 2016（ベトナム）

信頼性技術センター
所長

大浦 泰昌

　製品は、さまざまな環境で使用されて
います。想定される環境下できちんと仕
様を満たすかを、原理・原則に基づいて
試験を行います。また、製品がどのよう
な環境で使用されていたのか調査するこ
とで、新たな使用環境を発見し、その環
境に適した製品開発にもつながっていきま
す。お客様の目線で製品を評価すること
で、ご使用いただく製品の信頼性を高め
ることが私たちの使命です。

トレーニングセンター受講後の
シンガポールのスタッフ

トレーニング中のドイツのスタッフ
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クローズアップ
お客様第一

クローズアップ
安全性・信頼性確保の取り組み



　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。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、情報交流を行っています。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。

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
・技術交流
・品質交流

調達の基本方針
・法令・社会規範の順守
・公正かつ公平な取引
・ 品質、納期、コスト、環境、技術力等を総合的に勘案
した最適な取引
・グリーン調達の推進

　オリエンタルモーターでは、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。

　オリエンタルモーターでは、カタログに掲載されて
いる製品１台から、100%の品質確保と約束した納期
どおりにお届けする体制を整えています。品質の基本
は「加工」したら「検査」の繰り返し。徹底したこのサ
イクルによって品質を工程でつくりこみ、良品のみをお
客様にお届けしています。納期順守については、極力
在庫を持たずに計画的に製品を造りあげる仕組みを
構築しています。
　そのような仕組みが機能するためには、社員1人ひと
りが目的意識を持ち、仕事を通して成長できるよう取
り組むことが必要となります。すべての社員が研究会
や勉強会に参加したり、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、自己
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。

職種 作業名 特級 1級 2 級 3 級 合計

機械加工
機械加工 2 2
普通旋盤 1 1
数値制御旋盤 2 2

放電加工 ワイヤ放電加工 2 2
機械検査 機械検査 1 13 14
機械保全 機械系保全 1 1 1 3

合計 3 4 2 15 24

（人数）

（人数）

2016 年度　技能検定合格人数

2016 年度　資格取得 8

資格取得保持者合計 33

接着管理士 資格取得保持者

　装置に求められる小型化、高効率化、予防保全などの要求を満たすために、装置の駆動源であるモーターも同様の課題
をクリアする必要があります。オリエンタルモーターは、薄型・ハイパワーのモーターや、モーターの状態をモニタする機
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。
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ハイブリッド制御モーター

AZシリーズ
バッテリレスアブソリュートセンサ搭載
取付角寸法42mm 
RS-485通信付きパルス列入力タイプ ドライバ

コミュニケーション

生産体制の整備

取引先交流会（鶴岡）

取引先情報交換会 ロボットの活用

「加工」－「検査」を繰り返す搬送装置

オリエンタルモーターは、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、
またそれが新しい明日の「動き」へとつながり、人や社会に価値をもたらし続けるために、
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。

お客様に対する取り組み

確実な技術の提供

日刊工業新聞に掲載した広告

ブラシレスモーターユニット
BMUシリーズ
BLE2シリーズ
脚取付/平行軸/直交軸中空ハイポイドギヤヘッド

【特徴】
・ コネクタ接続方式を採用し、取付角寸法42mmで厚さ17mmを実現

2相ステッピングモーター
PKPシリーズ
薄型タイプ 取付角寸法42mm
薄型タイプ ハーモニックギヤ付 取付角寸法51mm

部品の調達

【特徴】
・ ブラシレスモーターなのでAC三相モーターより小型・軽量・高効率
・ 高許容トルクギヤでモータートルクを最大限に活用
・ 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
※400WモーターはBMUシリーズのみのラインアップ

脚取付JBギヤ 
200W,400W※

平行軸JVギヤ
200W,400W※

BMUシリーズ BLE2シリーズ

直交軸中空ハイポイド
JHギヤ
120W,200W,400W※

AC電源入力タイプ
ドライバ

DC電源入力タイプ
ドライバ

AZシリーズ
取付角寸法
42mmモーター

【特徴】
・機械式多回転アブソリュートセンサを搭載
・ ドライバに搭載したRS-485通信により、位置、速度、トルク、アラー
ム、温度など、モーターの状況をモニタすることが可能
・高信頼性、省エネルギー

薄型タイプ
取付角寸法42mm

薄型タイプ
ハーモニックギヤ付
取付角寸法51mm

Activity Report 2016
お客様に対する取り組み



ライブセミナー
　全国各地で目的やレベルに合わせて受講できる、選任講師による講
義形式のセミナーを開催しています。

WEBセミナー
　外出先や自宅など場所や時間を選ばずにいつでも学ぶことができ
る、WEBサイトのセミナーを開催しています。

通信セミナー
　時間の都合でライブセミナーを受講できなかったお客様にも
ご利用いただける、通信教育形式のセミナーを開催しています。

　モーターを「見て」「触れて」「体感」できる場を提供しています。

モーターフェア
　毎年全国各地のお客様の近くでプライベート展示会
を開催しています。2016年度は、11会場で開催し、約
4,000人のお客様にご来場いただきました。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。

お客様ご相談センター
　お客様からのお問い合わせには、
迅速かつ丁寧な対応を徹底しています
（8：00～20：00）。いただいた声は
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て、製品・サービ
スの改善に努めています。

　生産拠点やマーケットの拡大によ
り、海外進出のスピードや需要が高
まる中、海外でも日本と同様に安心
して使える製品やサービスは不可欠
です。オリエンタルモーターは、世界
各地に現地法人・営業拠点を設け、
設計段階や購入前から購入後までの
すべての時点で、国内同様の充実し
たサービスを多様な製品とともにお
届けします。
→ 営業拠点はP31「拠点一覧」をご参照ください。

フィールドサービス
　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・保
全・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、迅速で正確な対応で設備の
機能回復に努めます。

　お客様のニーズを先取りした商品
開発体制、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。

選定サービス
　専任スタッフが、最短2時間でトル
ク計算等のモーター選定を行い、回
答します。（無料。9：00～17：00）
　機構に応じた最適な製品の提案
はもちろん、オプションの紹介や計
算過程も提示しています。

　製品・サービスの品質確保を目的
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。
→ お客様の声を活かす仕組みはP15「クローズ
アップ/お客様第一」をご参照ください。

　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
悩みを解決したり、また、若手社員の教育の場としてもご利用いただいています。

開催日 開催地 会場名
7月 8日 伊勢崎 伊勢崎市民プラザ
7月 12日 刈谷 刈谷市産業振興センター
7月 29日 大阪 ＯＭＭビル
9月 6日 川越 ウェスタ川越
9月 9日 厚木 プロミティあつぎビル

10月 20日 静岡 ツインメッセ静岡
10月 25日 福岡 福岡国際会議場
11月 8日 名古屋 吹上ホール
11月 15日 福山 ふくやま産業交流館（ビッグ・ローズ）
11月 18日 京都 京都パルスプラザ
11月 22日 秋葉原 秋葉原コンベンションホール

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」 短時間でお客様のご希望に応える「選定サービス」

アメリカの拠点「USA物流センター」 即納に対応する「東京物流センター」

ショールーム
　製品やデモンストレーション機器の展示のほか、技術
相談や選定サービス、定期的な技術セミナーも行ってい
ます。（東京、名古屋、大阪など）

展示会
　各種展示会に出展しています。各展示会では、コンセプト
に沿った最新製品をお客様に「体感」いただいています。
(2016年度の出展例)
・第1回名古屋機械要素技術展（M-Tech）
・TECHNO-FRONTIER2016 第34回モータ技術展
・FOOMA JAPAN2016 国際食品工業展
・第20回機械要素技術展(M-Tech)
・第19回関西機械要素技術展(M-Tech)

2016年度の開催実績

18 19

各種セミナーでの情報提供

即納体制

お客様サポート体制

お客様のご意見

秋葉原モーターフェア会場での
技術相談

秋葉原モーターフェア受付

台北ショールーム東京ショールーム

第2回名古屋機械要素技術展に出展

第34回モータ技術展に出展

東京ショールームでの定期セミナー

技術的な内容にも対応する「お客様ご相談センター」

グローバル営業展開

展示会／ショールームでの情報提供

Activity Report 2016
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品質方針
1 全ての社員が、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。

2 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。

3 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。

4 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。

5 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
改定日：２０１６年４月１日

環境方針

環境基本理念
　オリエンタルモーター株式会社は、お客様のニーズ
を捉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。

環境方針
1 全ての社員が、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Ｐ
ＤＣＡサイクルを通して、継続的な改善を実施します。

2 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。

3 全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。

4 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。

5 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。

6 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
改定日：２０１６年４月１日

　オリエンタルモーターは、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。

労働安全衛生方針

労働安全衛生基本理念
　オリエンタルモーター株式会社は、全ての活動にお
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。

労働安全衛生方針
1 全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。

2 全ての活動において、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、災害および事故の低減に努めます。

3 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。

4 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。

5 全ての社員が、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

品質基本理念
　オリエンタルモーター株式会社は、お客様のニーズ
を捉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、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。

　オリエンタルモーターはISO 9001およびISO 
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ISO更新審査において、ISO2015年版
への移行が完了しています。

ISO認証取得状況

ISO 9001 ISO 14001
認証基準 ISO 9001：2015 ISO 14001：2015
認証番号 20002234 QM15 20002234 UM15
登録日 2005 年 2月 23日  ※全社統合での認証取得日
更新日 2017 年 2月 15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
つくば事業所　土浦事業所　相馬事業所
高松香西事業所　高松国分寺事業所
東京支社　名古屋支社　大阪支社

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　モーター用オプション

審査登録機関 ドイツ品質システム認証株式会社（DQS Japan Inc.）

　オリエンタルモーターは、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）

　あらゆる潜在リスクが発生した場合に備え、危機管
理体制とその他基本事項を危機管理規程として定め、
当社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
すことに取り組んでいます。

対策本部長

事務局

人
事
総
務
管
理
本
部

経
理
管
理
本
部

生
産
統
括
本
部

技
術
開
発
本
部

営
業
本
部

基本方針
1 社員とその家族、来訪者の安全確保を最優先する
2 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

3 業務の早期復旧と継続を図る
4 各種対応の際は、常に人道面での配慮を優先させる
5 対策の継続的な改善を図る

情報セキュリティの強化

　オリエンタルモーターでは、情報システムを安全に
活用するために、国内外の拠点を完全閉域のネット
ワークで結び、注文情報や生産情報など主要システム
は複数のデータセンターで稼働させることで、安全性
の高いシステム基盤を構築し運営しています。また、危
険性の高いインターネットとの接続部分も、手法の
違う3重のフィルタリングによって万全の安全対策を
行っています。
　オリエンタルモーターで所有するすべてのパソコ
ンでのウイルス対策、社外でのパソコンの利用制限、
USBメモリーなどの外部記憶媒体へのアクセス制限、
スパムメール対策、社内情報利用の手引を作成し、継
続的に社員教育を行うなど、情報セキュリティ体制も
常に見直し強化しています。

マネジメントシステム

リスクマネジメント

■危機管理組織図

火災を想定した防災訓練
（2016年12月 相馬事業所）

地震を想定した防災訓練
（2016年7月 柏事業所）

社内情報システム利用の手引き
（12ページ 2017年3月発行）

マネジメント方針

オリエンタルモーターは、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。

マネジメント
Activity Report 2016

マネジメント
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CO₂排出量

11,359
t-CO₂

LPG使用量

151
t

灯油使用量

118
kl

オリエンタルモーター
事業活動

インプット

アウトプット

電力使用量

1,851万
kWh

水使用量

31,685
m3

紙使用量

33.6
t

容器包装材

927
t

ガソリン・軽油使用量

170
kl

廃棄物総量

2,865
t

リサイクル量

2,860
t

焼却埋立処分量

5.2
t

排水量

23,836
m³

　オリエンタルモーターは、環境方針（P20「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います。
　2016年度の環境活動実績についてご報告します。

※報告範囲
　エネルギーデータ（電力使用量、LPG使用量、灯油使用量、ガソリン使用量およびCO₂排出量）: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、つくば事業所、高松香西事業所、高松国分寺事業所、相馬事業所）
※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。
※CO₂排出量の算出には、電気事業者ごとの実排出係数を使用しています。

環境経営

環境活動目標と実績

マテリアルフロー

2016 年度目標 2016 年度実績 2017年度目標

エネルギーの
管理 エネルギー効率を向上させる 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1%以上の
低減を達成する

廃棄物の
管理

廃棄物削減活動の継続
すべての国内主要生産拠点で
ゼロエミッション（リサイクル率
99.0％以上）を継続する

廃棄物の総排出量 2,865t（前年
度比 94％）
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
国内主要生産拠点廃棄物累計でリ
サイクル率99.0％以上を維持する

事例1　空調設備、照明の更新による省エネ
　各生産拠点で使用している空調や照明などのエネ
ルギー使用設備について、中長期計画を立て、よりエ
ネルギー効率の良い機器への更新を計画的に実施し
ています。
　2016年度は国内主要生産拠点の空調設備約30台
の更新を行いました。これに伴い全生産拠点で使用し
ている空調設備のうち約30％が５年以内に新しい機
器への更新が実施されたことになります。
　相馬事業所では2階フロアの空調設備の更新を行い
ました。省エネタイプの機器に更新することで待機電
力を削減でき、更新前と比較して更新フロアの日当た
りの空調使用による電力量を半減させることができま
した。
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　照明については2016年度に約600台のLED化を
行っており、全生産拠点で使用する照明のLED率は約
15％になりました。
　鶴岡地区（鶴岡中央事業所・鶴岡西事業所）では、
2016年度にLED化を推進し、LED照明の導入率が
7％から20％に向上しました。
　鶴岡西事業所で246台のLED照明を設置した
エリアでは、設置エリアの使用電力量を年間約
47，000kWh削減することができました。また、LED
照明の設置に伴い、照明器具のレイアウトを工夫し、
均等に配置することで照度を調整しやすいようにしま
した。これにより照度ムラが改善され、設置エリアの照
度も約17％アップしています。また、LED灯の表面温
度が蛍光灯などに比べて低いため、空調負荷も低減さ
れます。
　今後もオリエンタルモーター全体で効率の良い機器
の導入を推進し、エネルギー効率の向上と快適な職場
環境づくりを進めていきます。

　2016年度のエネルギー使用量は、原油換算で
5,158Klでした。2015年度と比較すると106％の実績
となり総量は2015年度より増加しています。その要因
は生産増に伴うもので、売上高原単位は2012年度を
100とした場合、約20％の改善となっており、省エネ
法の特定事業者の目標とされる「５年度間平均１％以
上の低減」を達成しています。

　2016年度の廃棄物の総排出量は、2,865ｔで2015
年度と比較すると94％の実績となりました。
　2015年度は生産増に伴う電磁鋼板の排出量増加に
加え、全生産拠点で労働安全の向上を目的とした生産
に使用する設備器具の更新を行ったため、総排出量が
多くなりましたが、2016年度は大きな廃棄がなかった
ことが前年度の実績を下回った要因です。

廃棄物抑制、リサイクル推進

環境活動事例エネルギーとCO₂の低減
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　オリエンタルモーターは、多様な活動を通して、地球環境への負荷を低減させるように努めています。

■原油換算と売上高原単位の推移

■廃棄物総排出量とリサイクル率（国内主要生産拠点）

■空調設備更新前と更新後の電力量の比較（夏季）

オリエンタルモーターは、「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、
持続的な事業活動の継続には不可欠と考え、
事業活動における環境負荷低減、
お客様を含めた社会における環境負荷低減に積極的に取り組み、
地球環境に貢献しています。

環境への取り組み
Activity Report 2016

環境への取り組み



24 25

小集団品質改善活動～QIC活動

　オリエンタルモーターでは業績をあげるだけでな
く、働いている社員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。
　QIC【Quality Improvement Circle】活動と呼
ぶ、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きています。

　人の健康と環境に悪影響を及ぼす化学物質を適切
に管理しようという世界的な動向を背景に、さまざま
な法規制が各国で施行されています。
　オリエンタルモーターは、RoHS指令※1、REACH規則※2

をはじめとする世界の法規制を順守するため、製品に関
する材料宣言の手順、内容およびフォーマットが規定さ
れている、国際規格「IEC 62474 電気・電子業界及び
その製品に関するマテリアルデクラレーション」に準拠
した、自社の「グリーン調達基準」を発行しています。ま
た、JAMP※3が発行しているアーティクル情報記述シート
（AIS）による、部品含有情報調査を実施しています。
サプライチェーンの製品含有化学物質管理を徹底するた
め、社内および取引先の管理体制を構築しています。

　2016年６月に施行された労働安全衛生法の改正
で、一定の危険有害性のある化学物質についてリスク
アセスメントが義務付けられました。リスクアセスメン
トとは化学物質が持つ危険性（火災や爆発の可能性）
や有害性（人体への影響）を特定し、リスクの低減対
策を検討することをいいます。
　オリエンタルモーターでは危険物・化学物質担当者
を中心にリスクアセスメントの手法や運用方法を検討
し、2016年４月から実施を開始しました。
　危険性については「爆発・火災防止CRA※1」「スク
リーニング支援ツール」、有害性については「コントロー
ルバンディング」「JISHA※2方式化学物質リスクアセス
メント」を評価ツールとし、リスクアセスメントを行い、
その評価結果より適切なリスクの低減対策を実施して
います。

事例2　PCB含有廃棄物への対応
　地球環境や人体に影響を及ぼすPCB※1などの有害物質
を含有している設備・機器について、関連法令に基づいた
対応を行っています。
　オリエンタルモーターで所有していた蛍光灯安定器
などのPCB含有廃棄物については、PCB特措法に基づ
いた届出および管理を行い、2016年11月、土浦事業所で
保管していたPCB含有廃棄物が搬出され、JESCO※2に
て無害化処理のうえ適切に廃棄されました。これによ
り、オリエンタルモーターで所有するPCB含有廃棄物
は全廃しました。
　今後も法令順守のうえ、環境と人に優しい事業活動
を継続していきます。

事例3　株式会社オリエンタルサービス　相馬太陽光
発電所の稼動状況
　2013年11月に相馬事業所内に太陽光パネルを設置
し、太陽光発電事業を開始しました。2016年度の年間
累計発電量は約100万kWhとなり、これは相馬事業所
の年間使用電力量の約70％に相当します。

2016年 2017年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（kWh）
発電量
使用電力量
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化学物質の適正な管理

製品含有化学物質の
法規制の順守と管理 化学物質の管理

相馬事業所と太陽光パネル 発電量モニタリング画面

お客様 取引先様

製品含有化学物質管理のしくみ
■ グリーン調達基準　　　
■ 環境情報管理システム
■ 蛍光X線分析器で分析　
■ 識別およびトレーサビリティ　
   など

化学物質の含有調査
■ JAMP-AIS
不使用保証書
■ JAMP-管理ガイドライン

様
グリーン調達

取
グリーン調達

禁止物質不使用製品 禁止物質不使用部品

オリエンタルモーター

製品含有化学物質管理体制

　オリエンタルモーターは、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。

※1  RoHS指令: Restriction of use certain Hazardous Substances 
in electrical and electronic equipment

※2  REACH規則: Registrat ion, Evaluat ion, Authorisat ion and 
Restriction of Chemicals

※3  JAMP: Joint Article Management Promotion-consortium
     （アーティクルマネジメント推進協議会）

※1  CRA: Chemical Risk Assessment（化学物質リスクアセスメント）
※2  JISHA: Japan Industrial Safety and Health Association
（中央労働災害防止協会）

■相馬事業所使用電力量と発電量の推移

※1  PCB: Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)
※2  J E S CO :  J a p a n  E n v i r o nm e n t a l  S t o r a g e  &  S a f e t y 

Corporation（中間貯蔵・環境安全事業株式会社）

社員に対する取り組み
私たちは、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」として成果をあげるために、
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。

「共に育つ」人財育成

　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ルアップにつなげています。

部　長

課　長

主　任

中　堅

新社員

若　手

考え方教育 部門別教育

●製造 
　全国モノづくり
　研究会
●技術
　課長・リーダー
　研究会
　モーター設計
　研究会　　
●営業 
　スキルアップ
　研究会

●部長研究会
●課長マネジメント
　研究会
●課長研究会　
●３年目フォロー
　アップ研究会●ＯＭＩ

　Oriental Motor 
　 Institute
●わくわく社員
　研究会
●生き生き社員
　研究会

階層別教育 自己啓発支援

ビジネス　
スタイルや
風土を
継承する 各部門の

業務品質アップ
を目指す

階層ごとに
求められる

役割を研究する

社員の
自己啓発を  
サポートする

■教育制度

QIC高松大会の様子

3年目フォローアップ研究会

QICヨーロッパ大会の様子

QIC鶴岡大会発表チーム

生き生き社員研究会
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障がい者雇用の推進

　オリエンタルモーターでは、障がい者雇用を促進し
ています。障がい者雇用率は、オリエンタルモーター
単体で2.15％（2016年6月時点）であり、法定雇用率
2.0％を上回っています。今後も継続的に、雇用活動の
促進に努めます。

3.00%

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%

2.46%
2.20% 2.12% 2.15%2.28%

2016年2015年2014年2013年2012年

：法定雇用率

ダイバーシティマインドアップ研究会

ダイバーシティマネジメント研究会

ダイバーシティ推進

　オリエンタルモーターでは、2014年12月からダイ
バーシティ推進活動に取り組んでいます。特に2016年
度は性別に関係なく能力を最大限に発揮していける環
境を目指す行動計画を策定し、さまざまな取り組みを
実践しました。
　今後は性別・年齢など関係なく、すべての社員が自
分らしく働き続け、能力を発揮していける職場づくり
を目指し、活動を進化させていきます。

女性活躍推進行動計画
計 画 期 間： 2016年4月1日～2019年3月31日までの3年間
行動計画目標： 主任・副主任に占める女性の割合を20％にする

（現在14.4％）

2016年
4月時点

2019年
3月時点

男性 女性

86％
3年後

80％

14％ 20％

取り組み内容：
1管理職育成を目的としたキャリア研究会を実施
2女性社員の中長期的な育成と活躍推進活動
3女性活躍推進の活動の見える化
4時間の使い方の変革

活動実績
1ダイバーシティマネジメント研究会：
   2014年12月～2017年3月（第1期生～第3期生）
2ダイバーシティマインドアップ研究会：
   2014年12月～2017年2月（第1期生～第3期生）
3仕事と役割研究会：2016年7月（全2回）
4モノづくりウィメンズ・ラボ：
   2016年9月～2017年3月（全2回）
5現場コミュニティ活動：
   2015年12月～2016年9月（全8拠点）
6社内報あかれんが「GYM研究所」：
   2016年4月号～2017年3月号

■主任・副主任に占める女性の割合

■障がい者雇用率の推移

ワークライフバランスへの取り組み

　2016年度は、全社課題として「時間の使い方の工
夫」を掲げ、各部門で仕事の進め方を変化させまし
た。今後は、社員1人ひとりが働き方と休み方を考え、
自分らしいワークライフバランスを実現することで、個
人と会社が共に成長していけるための取り組みを実践
していきます。

仕事と育児・介護の両立支援制度
　仕事と育児の両立支援を中心にファミリーフレンド
リー施策を整備し、2017年3月末時点で育児休業取得
率は96％となりました。2015年11月には、育児休業期
間のうち５日間を有給としたことにより、男性社員の取
得者も増え、男性の育児休業取得率は13.8％です。
　また、介護休業制度は、2014年4月より介護休暇を
有給とし、さらに2017年1月の法改正に伴い、介護の
状況に応じて柔軟な対応ができるよう、介護休業制度
の拡充を行いました。

支援制度推進の経緯
2014年 4月： 介護休暇の有給化
2015年11月： 育児休業の一部（５日間）有給化
2017年 1月：  育児短時間勤務等の期間を小学校３年

生までに延長
 介護休業を通算３６６日まで３回分割可
 介護短時間勤務制度の導入

ハラスメント対策

　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しく対処す
ることを定めています。また、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。

男性・女性の両方が含まれる
ハラスメント委員会を召集し、
事実を確認した上で
解決に向けて話し合います。　

相談窓口責任者

ハラスメント委員長

相談窓口担当

相談者

ハラスメント委員会

■ハラスメント相談体制

労働安全衛生の取り組み

　信頼性の高い製品を提供する企業活動の基本は、
社員の安全と健康です。「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。
　2016年度は、設備や定常作業、非定常作業のリス
クアセスメントを実施し、災害の原因となる起因物、
加害物を排除する活動を継続的に行いました。
　化学物質に対するリスクアセスメントにも範囲を広
げ、使用する物質の危険性や有害性を特定し、リスク
を低減して使用する取り組みを行っています。また、
2016年度よりストレスチェックを全社展開し、社員の
メンタルヘルス不調の未然防止と職場環境改善につな
げる活動も進めています。交通安全活動では、各拠点
でヒヤリハットの確認、営業車2S活動、新社員への運
転練習などの教育活動や交通安全講習、後進運転キャ
ンペーン、長期休暇時の注意喚起など活発な啓蒙活動
を展開しました。

交通安全講習会

■安全衛生管理組織

全国安全衛生委員長

工
程
安
全

衛
生
・
交
通
安
全

危
険
物
・
化
学
物
質

施

　設

（6月時点）
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地域活性化支援

地域活動への参加
　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、地域とのコミュニケーションを大切
にしています。

寄付・協賛
　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、協賛や寄付をしています。

環境保全

ボランティア活動
　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、毎年継続して地域の清掃活動に参加しています。

次世代育成

学校講義の実施
　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りしています。2016年度は山形
県鶴岡市の公立中学校でもブラシレスモーターの実験教室
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。

ロボットコンテストへの協賛
　全国各地で開催されているロボットコンテストへの協賛
をしています。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育
成を支えています。

社会に対する取り組み
 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。

「東光台企業協議会スポーツ大会」に参加（つくば）

「相馬市教育復興子育て基金」への寄付(相馬) 「かすみがうらマラソン兼 国際盲人マラソン2017」への協賛(土浦)

「風の松原を守る市民ボランティア大会」に参加（能代）「霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦」に参加（土浦・つくば）

「環境フェアつるおか2016」に出展（鶴岡）

公立中学校での実験教室（鶴岡）

オリエンタルモーター搭載のマイクロマウス

高等専門学校での講義（高松）

第37回全日本マイクロマウス大会
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会社概要
財務

非財務

拠点一覧

会　社　名 ：オリエンタルモーター株式会社
英 文 表 記 ：ORIENTAL MOTOR CO.,LTD.
本　　　社 ：東京都台東区東上野 4-8-1
代　表　者 ：代表取締役執行役員社長　川人 英二
創　　　業 ：1885年
設　　　立 ：1950年
資　本　金 ：41億円
売　上　高 ：連結　501億円（2017年3月期）
社　員　数 ：3,010 人（2017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  三菱東京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

【国内】 
■事業所・研究所 
　 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
　 生産技術研究所

■営業所 
　 東京支社
　　 北上営業所
　　 仙台支店
　　 山形営業所
　　 郡山営業所
　　 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
　　 上田営業所
　　 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
　 京都支社
　　 滋賀営業所
　 大阪支社
　　 南大阪営業所
　　 兵庫営業所
　　 岡山営業所
　　 広島営業所
　 九州支社
　　 熊本営業所

■関連会社    
　 オリムベクスタ株式会社 
　　 営業課
　　 札幌営業所
　　 東北営業所
　　 郡山営業所
　　 鶴岡営業所
　　 北関東営業所
　　 茨城営業所
　　 千葉営業所
　　 西東京営業所
　　 南関東営業所
　　 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
　　 長野営業所
　　 北陸営業所
　　 静岡営業所
　　 豊田営業所
　　 中部営業所
　　 三重営業所
　　 京都営業所
　　 滋賀営業所
　　 関西営業所
　　 大阪営業所
　　 中国営業所
　　 四国営業所
　　 九州営業所
　 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
　 オリエンタルモーターテック株式会社
　 株式会社オリエンタルサービス

【海外】
■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 
■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/
イエナ 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

■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
■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
■シンガポール    
　 ORIENTAL MOTOR ASIA PACIFIC PTE. LTD. 
　　 本社 (シンガポール）
■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    
　 ORIENTAL MOTOR（THAILAND）CO., LTD. 
　　 本社・バンコク オフィス /ランプーン オフィス
■インド    
　 ORIENTAL MOTOR (INDIA) PVT. LTD. 
　　 本社・バンガロール オフィス

財務・非財務ハイライト
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■社員数の推移

■地域別連結売上構成比

■連結売上高と海外売上比率の推移

■連結賃借対照表の概要

■CO₂排出量の推移

■事業別連結売上構成比

■連結経常利益の推移

■連結損益計算書の概要

（単位 : 人）（3月末時点）

2017年3月期

※ 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。

（単位:百万円）

（単位:百万円）

（単位 : t - CO₂）

（年度）

（年度）（年度）

2017年3月期

（単位:百万円）

（単位:百万円）
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