
カーボンニュートラル貢献への
スタートガイド

主要各国によるカーボンニュートラルに関する政策発表に伴い、 
自動化について環境への配慮が重視されています。

手始めとして取り組めるカーボンニュートラル対応のヒント集として 
当社製品とサービスをご紹介します。



省エネのモーターから始める

ブラシレスモーターの採用によるCO2排出量の削減
搬送・攪拌・巻き取りなどの速度調整において省エネルギーのモー
ター採用により、消費電力削減からCO2排出量の低減ができます。ブ
ラシレスモーターは、小型・高効率モーターにセンサを搭載し、フィー
ドバック制御をおこなう専用回路（ドライバ）を組み合わせた速度制
御モーターです。
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年間の消費電力（出力60Wで比較）

消費電力量
（kWh/年）

CO2排出量
（kg/年）

電気料金
（円/年）

ACモーター 439.2 228 6,588

ブラシレスモーター 273.6 142 4,104

●  1日の駆動時間12h、年間稼働日数300日、電力-CO2排出量換算係数0.519kg-
CO2/kWh、電力料金15円/kWhで算出

【ACモーター】 出力60W、単相200V、60Hz使用時
【ブラシレスモーター】 BMUシリーズ、出力60Wの場合

消費電力量 165kWh/年の削減

CO2排出量 86kg/年・37%削減

永久磁石内蔵のブラシレスモーターは、三相モーター（誘導電動機）
のインバーター制御より高効率。

高効率

ブラシレスモーター採用の効果

ブラシレスモーターは薄型でハイパワー。装置のダウンサイジング、
省資源化に貢献します。

省資源化に貢献

新商品 BLVシリーズ Rタイプについて知るブラシレスモーターについて知る

https://www.orientalmotor.co.jp/products/speed_control/blv_r/features/
https://www.orientalmotor.co.jp/products/speed_control/overview_3/


制御盤から始める

低消費電力プロペラファンによる省電力
制御盤の熱源を強制空冷する際に適切な換気・送風が行えるのがファンモーターです。ECファン EMUシリーズはブラシレスモーターを搭載す
ることで、低消費電力を実現しました。期待寿命 60,000時間と従来品の約2.2倍の長寿命のため、省資源にもつながります。

年間の消費電力（取付角120㎜で比較）

消費電力量
（kWh/年）

CO2排出量
（kg/年）

電気料金
（円/年）

従来品 49.9 22.6 968

EMUシリーズ 16.9 7.6 327

●  1日の駆動時間16h、年間稼働日数240日、電力-CO2排出量換算係数0.453㎏
-CO2/kWh、電力料金19.4円/kWhで算出

●EMU1238とMU1238A-11Bを比較した場合

年間の消費電力（取付角120㎜で比較）

消費電力量
（kWh/年）

CO2排出量
（kg/年）

電気料金
（円/年）

ファンモーター単体 51.8 23.5 1,004

温度スイッチ使用時 22.8 10.3 442

●  1日の駆動時間16h、年間稼働日数240日、電力-CO2排出量換算係数0.453㎏
-CO2/kWh、電力料金19.4円/kWhで算出

消費電力量 33kWh/年の削減

CO2排出量 15kg/年・約66%削減

消費電力量 29kWh/年の削減

CO2排出量 13kg/年・約44%削減

温度スイッチを使い、必要なときに必要なだけ冷却
既に制御盤に採用されているファンモーターも温度スイッチを組み合わせることで、効率よく冷却できます。
筐体内の温度が低いときにファンモーターを停止させ、ファンモーターによる消費電力の削減ができます。

EMUシリーズに 
ついて知る

温度スイッチに 
ついて知る

＜使用例＞
● ボリューム設定（温度スイッチ動作温度）40℃
●  ファンモーター MU1428S-11×1台 
（140㎜-28㎜厚のファンモーター）

● 制御盤サイズ W:470×H:470×D:160㎜
● 熱源の発熱量 200W

ECファン
EMUシリーズ

ファン用温度スイッチ
AM2-XA1

EMUシリーズ採用の効果

温度スイッチ使用時の効果

制御盤内が設定した温度に到達 制御盤内が冷却

接点OFF

熱 源熱 源

ファン停止ファン回転

接点ON

間欠運転が可能

https://www.orientalmotor.co.jp/products/cooling_fan/emu/features/
https://www.orientalmotor.co.jp/products/cooling_fan/am2xa1/features/


新規装置の設計から考える

エアシリンダの電動化
オリエンタルモーターでは、エアシリンダの電動化に対応できる電動アクチュエータをラインアップしています。  バッテリレス アブソ
リュートセンサ搭載 AZシリーズは高精度な位置決め、速度制御だけでなく、モーターの発生トルクを任意の値に制限する制御（押し当て運転
など）が可能です。これを駆動源とした電動アクチュエータを用意しています。

多様な機構および動作に対応するラインアップ

各種FAネットワークに対応したドライバを多くラインアップしています。AZシリーズ搭載の電動アクチュエータでは制御ドライバの統一が可能、
またネットワーク対応品で一括して装置でのモニタができます。

さまざまな動きを統一した制御で実現

ネットワーク対応品でのモニタおよびインフォメーション機能の活用で装置の稼働率アップに貢献します。思わぬ装置停止による電力浪費の低
減や工場トータルでの消費電力削減につながります。

装置の稼働率アップや多機能化に貢献

例）積算負荷モニタ
AZシリーズでは、「積算負荷モニタ」でモーターの負荷率を、面積で
把握し、値として検出できます。経年劣化など長期の負荷の変化を把
握したいときに便利です。

例）モニタを活用し、同時に2つの動作
エアシリンダはワークの大きさ判定にセンサーが必要です。AZシ
リーズを搭載した電動グリッパEHシリーズは、モーターのエンコー
ダー情報を使用し、「つかむ」「寸法判定」を同時に行えます。

コンパクト電動シリンダ
DRシリーズ

高推力 
ラック・ピニオンシステム
Lシリーズ

コンパクト電動シリンダ
DRS2シリーズ

中空ロータリー 
アクチュエータ
DG2シリーズ

電動シリンダ
EACシリーズ

電動グリッパ
EHシリーズ

電動アクチュエータに 
ついて知る

運転パターン

MOVE
出力 OFF

ON

積算負荷のイメージ 経年

積算負荷
インフォメーション
の設定値 ①

OK
（公差内）

②
NG

（公差外）

③
NG

（ワークの入れ忘れ）

https://www.orientalmotor.co.jp/products/actuator/map/


装置の小型化および軽量化
オリエンタルモーターでは、装置やロボットなどの小型・軽量化に貢献できる製品を幅広く用意しています。
装置全体が小型・軽量化することで、駆動するためのモーター出力は小さくなり、結果として消費電力も小さくなります。

最新ドライバによる小型・軽量化

「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。
自走装置や移動設備への搭載に最適で、今後一層求められる自由自在な自動化ライン、モバイルオートメーションの実現に貢献します。

AZシリーズは高精度な位置決め、速度制御だけでなく、
モーターの発生トルクを任意の値に制限する制御（押し当
て運転など）が可能です。
miniドライバではちょっとした隙間スペースに入り込める
小型設計、ねじ2本で装置に直接取り付けできます。

BLVシリーズは速度制御に優れたブラシレスモーターです。
Rタイプでは、モーター、ドライバともに大幅な小型・軽量化を実現。装置
内の限られたスペースに収まるサイズです。現在の消費電力をモニタ可能
です。

モバイルオートメーションに 
ついて知る

160mm

65mm
75mm

29mm

100mm
45mm

従来品
BLVシリーズ

BLVシリーズ
Rタイプ

体積・質量

80%減

質量 0.6kg 質量 0.12kg

約60g

Mサイズ卵1個

56g

≒24mm

53mm
47mm

「レイアウトフリー」な自動化装置・ラインの実現に必要な要素を備える「モバイルオートメーション対応製品」
● 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。

実現するために必要な要素

「バッテリ駆動・DC電源入力」
「軽量・コンパクト」

オリエンタルモーターの

「モバイルオートメーション対応製品」からご検討ください。

ブラシレスモーター
BLVシリーズ Rタイプ
モバイルオートメーション対応製品

バッテリレス アブソリュートセンサ搭載

 AZシリーズ 
miniドライバ
モバイルオートメーション対応製品

モバイルオートメーション対応製品

採用イメージ

https://www.orientalmotor.co.jp/products/mobileautomation/


製品の使い方で考える

高トルクのステッピングモーターによる消費電力の削減
高トルクを実現したモーターを効果的に使うことも消費電力の低減につながります。ステッピングモーター PKPシリーズは磁気設計および構
造設計の見直しにより、同じサイズの従来品と比べ、大幅なトルクアップを実現しました。また、高電流タイプのモーターを使用することで、高速
域でもトルクアップが可能です。

速度 - トルク特性とCO2排出量の比較
PKPシリーズの高トルクを活かし、従来品と同等のトルクになるように運転電流値をあわせることでCO2排出量の削減ができます。

PKPシリーズ採用の効果

CO2排出量 最大56%削減

温度上昇 30℃減

PKPシリーズに 
ついて知る

CVDシリーズに 
ついて知る

高トルクの 
理由を知る

ステッピングモーター
PKPシリーズ（2相/5相）

2相ステッピングモーター用バイポーラ駆動ドライバ 
5相ステッピングモーター用ドライバ
CVDシリーズ

PKPシリーズの性能を最大限引き出せるドライバも用意しています。
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●PK264D28AとPKP264D28A2の比較の場合

モーター温度上昇の比較
PKPシリーズの運転電流値を小さくすることでモーターの温度上昇を同時に抑えることができます。モーターの長寿命化につながります。
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ドライバ入力電流

プルアウトトルク

fs 

回転速度 0.1kHz（30r/min）
負荷トルク 無負荷
稼働時間 24時間・365日
運転状況 運転50%、待機50%
電源電圧 DC24V
CO2係数 0.519kg-CO2/kWh

飽和温度上昇値
[℃]

従来品 64.6

PKP264D28A2 34.2

従来品
運転電流　2.8A/相

PKP264D28A2
運転電流　1.82A/相

56%
削減

30℃
減

https://www.orientalmotor.co.jp/products/stepping/2pkp-pk/features/
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/renga/181213/
https://www.orientalmotor.co.jp/products/stepping/cvd_pulse/features/


最適な製品を選ぶ

選定サービスの活用による最適なモーターの採用
オーバースペックのモーターを採用した場合、必要以上の電力を消費してしまいます。オリエンタルモーターでは各種選定サービスを提供して
おり、モーター選定に掛かる時間と手間の削減ができます。

オリエンタルモーターのホームページでは最新の製品ラインアップから最適なモーターが選定できるモーター選定ツールを掲載しています。

専任スタッフがお客様に代わって選定します。最短2時間で回答します。（当社受付時間内）WEBサイトやFAXからご依頼ください。

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

不安な点があれば担当スタッフと相談しながら選定を進めることができます。
必要な周辺機器のご紹介までおこないます。
ポンチ絵やCADデータ、装置図面も対応しているので、複雑な機構でもご依頼いただけます。

モーター選定ツール

専任スタッフに依頼する

モーター選定ツールで選定をする

専任スタッフに依頼する

https://sizing.orientalmotor.co.jp/top
https://www.orientalmotor.co.jp/sizing/sizing_service/


＊EtherCAT®はBeckhoff Automation GmbH（ドイツ）よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり、登録商標です。
＊EtherNet/IP™はODVAの商標です。
＊PROFINETは、PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.（PNO）の商標または登録商標です。
＊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。
＊CiA®、CANopen®はCAN in Automation e.V. の登録商標です。
＊Modbus（RTU）は、Schneider Automation Inc. の登録商標です。
＊CC-LinkはCC-Link協会の登録商標です。

ご紹介の製品

ブラシレスモーター
BMUシリーズ
モーターは小型・高出力・高効率のブラシレ
スモーターを採用。デジタル表示パネルと設
定ダイヤルを搭載し、簡単操作。モーターと
ドライバを接続するだけの簡単配線。
● 出力 30〜400W

ECファン
EMUシリーズ
ブラシレスモーターを搭載することで低消費
電力を実現しました。ワイド電圧対応のため
単相100-240V（50/60Hz）で使用できます。
● 取付角92㎜、120㎜

コンパクト電動シリンダ
DRシリーズ

とボールねじを一体化し、直線動
作を実現した、取付角寸法20㎜、28㎜のコン
パクト電動シリンダです。

ステッピングモーター
PKPシリーズ
PKPシリーズは取付角20㎜から85㎜まで幅
広く用意しております。お客様の設計仕様に
最適なモーターを選択いただけます。

2022年1月 22PKZYG-209

バッテリレス アブソリュートセンサ搭載

 AZシリーズ  
miniドライバ

ボックス型のドライバよりさらに小型・軽量
の、RS-485通信対応ドライバを追加しまし
た。バッテリ電源にも対応しています。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できます。
● 電源入力：DC24〜48V

モバイルオートメーション対応製品

ブラシレスモーター
BLVシリーズ Rタイプ

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・軽量化しました。よりコン
パクトなバッテリー駆動機器の開発に貢献
します。Modbus（RTU）、CANopen通信に
対応。
● 出力：100W、200W
● 電源入力：DC24〜48V

モバイルオートメーション対応製品
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