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サーボモータの構成 
多くの製品から、お客様のアプリケーションに合わせ、 

最適なサーボモータソリューションを提案します 

Gene Matthews, Product Manager 

 



サーボモータの構成 

サーボモータを探しているお客様へ際限なく製品の分厚いカタ
ログを送る時代ではありません。最近は、オンライン上で仕様
や性能、環境など必要となるスペックを入力するだけで、だれ
でも簡単にモータが選択できる時代です。 

分厚いモータカタログから一つの最適なモータを探す
ことはとても大変な作業になります。ブラシ付きモー
タ、ステッピングモータ、ブラシレスACサーボモータ
など、さまざまなモータが半導体製造、航空宇宙機
器、電子機器組立機械、包装梱包機器、医療機器、ロ
ボット装置などの産業機器に幅広く利用され、それぞ
れのアプリケーションがそれぞれの機械の性質に合っ
た異なる種類のモータを必要とします。 
 
モータメーカーは、製品のカタログにトルク、速度、電
圧定格などモータの性能を示す仕様を掲載しています。
お客様は、この仕様から、自身の機械におけるモータの
慣性や負荷の加速度、モーションプロファイルなどの動
作環境に基づいて選択します。 Kollmorgenの
MOTIONEERING®アプリケーションエンジンなどのモ
ータサイジングソフトウェアには、フィードバックデバ
イス、マウント構成、動作環境などに関するさまざまな
情報を入力する項目があり、該当するモータが即座に表
示され、モータを選択する作業を簡単に行うことができ
ます。 
 

トルク密度と電圧 
最近は、工場の設備や機械の小型化が進み、モータ
もその需要に合わせ小型化が必要になって来ていま
す。Kollmorgenは、トルク密度を高めると同時にモ
ータ温度を100℃以下に保つことを可能とした、小型
で高性能なAKMTM

モータを市場に供給しています。
モータ小型化するとシステムの応答性に役立つ質量
と慣性が小さくできます。また、トルク密度とは、
モータの体積（重量または面積）当たりの出力トル
クのことで、一般的に、同じサイズのモータの場
合、高電圧のモータほどトルクが小さくなり、トル
ク密度は低くなります。これは、高電圧のモータ場
合、厚い絶縁が必要とされるために十分な磁束密度
が得られないためです。低電圧のモータは、速度と
トルクを発生させるために必要な電圧と電流が少な
くて済みます。しかし、出力特性だけでモータを選
ぶと、複数の電圧が必要となり、結果、機械設計を
複雑なものにしてしまいます。 
 

Kollmorgenは、新たに230 Vacサイズクラス(NEMA 
23, 60mm角 AKM2x)のモータで、480 Vacで動作す
るモータを開発。さらに、230 Vac以上で動作するフ
レームサイズサイズ(NEMA 23, 60mm角 AKM2x)以上
のAKM™サーボモータには480 Vacサイズと同等のク
ラスF絶縁を採用しました。 その結果、230 Vac、
480 Vacサイズモータが混在するマシンなどにおいて
も低電圧モータと同じ物理的サイズのモータが選択
可能となり、それぞれのモータを動作させる電源電
圧を統一こともできます 
 
この技術は、従来のモータ製造工程で使われている
巻線方式から独自の層方式に改めることにより実現
しています。積層されたスロットに多くの銅を充填
し、実質的にトルク密度を増加させる技術です。 こ
の技術により、所定の定格電力に対して小型のモー
タを設計、または、所定のパッケージサイズで高い
電力のモータを設計することが可能になりました。 

図は、AKMTMサーボモータのカットモデルです。全体的にコ
ンパクトサイズで、体積比で高いトルク密度を実現したステ
ータとロータ、ベアリング、ブレーキ、エンコーダがご覧い
ただけます。 AKMTMサーボモータは、すべてのバージョンで
ほぼ同一形状とし、製造コストを抑え、高い品質を維持して
います。 
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サーボモータの構成 

一般的なモータの故障の原因の1つに過電圧や過熱な
どによる絶縁破壊があります。 現在では、この問題
を防ぐために高い熱伝導率のポッティング材が開発
され、AKMTM

サーボモータの高密度ステータ全体を
覆うように使用されています。 熱伝導効率を高め、
モータ内部に溜まった熱を素早く大気中に逃がし、
熱抵抗を下げることにより、小型のモータでも多く
の電力を扱えるようになります。 

AKMTMサーボモータ
のステータは、低コ
ギング設計で最大ト
ルクを実現するため
にレアアースマグネ
ットの鉄心に巻かれ
たコイルから出来て
おり、各相はコイル
とコイルの短絡を防
止する480 Vacクラ
スF絶縁体で絶縁さ
れています。 

Kollmorgenのダイレクトドライブロータリ(DDR)サーボモー
タは、システム側の軸に直接取り付けることでギアボックス
などの減速機や接続部品が不要となり、負荷に対して直接高
いトルクを与えることができます。シリーズには、カートリ
ッジ型のC(H)シリーズ、ハウジングが付いた収納型のD(H)シ
リーズ、KBM™フレームレスモデルなど、さまざまなモデル
が用意されています。 また、Kollmorgenは、ダイレクトドラ
イブ技術を応用した、アイアンコア(鉄心)を採用したICシリ
ーズとコアレスのILシリーズを提供しています。 

ダイレクトドライブリニア

(DDL)モータは、基本的にロ

ータリモータを水平方向に

展開した形状で、負荷とな

るスライダを直接駆動しま

す。ボールねじなどの機械

的な結合部品が無く、デザ

イン性に優れ、高剛性で、

応答性が良い特長がありま

す。 

AKMTMシステムの概要 

グラフは、ブラシレスモータとド

ライブサーボシステムのトルク対

動作速度の性能特性を示していま

す。 2つの影の付いた領域は、そ

れぞれシステムの連続運転時（薄

いグレー）と断続運転時（濃いグ

レー）の性能を示しています。 

ダイレクトドライブモータ 
Kollmorgenによって開発されたダイレクトドライブロ
ータリ（DDR）サーボモータは、速度よりもトルクと
精度を重視した装置に最適な、従来型のサーボモータ
に代わるモータです。 このモータは、従来型システム
に比べて、ギアボックスなどの接続部品が不要でメン
テナンス性がよく高精度、スムーズで静かな動作環境
を実現します。 
Kollmorgenは、リニアアクチュエータやラック＆ピニ
オンのようなギアボックスを必要としないDDRモデル
と同じ利点を持つリニアモーションアプリケーション
用のダイレクトドライブリニアサーボモータも提供し
ています。 
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モータのシール 
ブラシレスモータは、カーボンダストを発生させるブ
ラシが無いことから、ブラシモータに比べモータ内部
を清潔に保つことができます。モータのシールは、モ
ータ内部に侵入しようとする粉じんや液体などからモ
ータを保護する役目があります。半導体製造などのク
リーンルーム環境では、逆にモータから放出される可
能性のある粉じんなどからクリーンルームの環境を保
護することになります。また、モータが液体にさらさ
れる環境にある場合は、液体の種類や腐食性に合わせ
劣化しない適切なシール材を使用します。例えば、食
品業界向けのモータには、FDAとUSDA、または、各
国の基準を満たしたシール材を使用していなければな
りません。一般的な環境下で使われるモータのシール
はあまり重要ではなく、この場合、KollmorgenのVLM
シリーズのような低価格のモータが経済的と言えま
す。 

 



サーボモータの構成 

Kollmorgenは、食品業界用に洗浄できるモータなど、
特別な環境に対応するモータやさまざまなオプション
を揃え提供しています。 例えば、洗浄できるモータの
分野では、AKMウォッシュダウンフードグレードシリ
ーズ、ステンレススチールAKMHシリーズがありま
す。 

シャフトの変更 
さまざまな機械や機構に合わせ、モータのシャフト
を変更したい場合があります。シャフトには、特殊
なキー溝、異なる直径や長さ、スプライン軸やテー
パ軸などがあります。しかし、シャフトの径が細く
なると、そのモータが発生するピークトルクにより
捻れが発生し、早期に故障する可能性があることか
ら、再度、工学的評価を受けなければならないこと
があります。このようなシャフトの捻れは軸の共振
(共振周波数(TRF))により発生、この共振による故障
を防ぐには、軸に伝わるトルクを押さえる必要があ
ります。Kollmorgenのモータシャフトの加工は、適
切な加工精度が得られるよう、工場出荷前に行われ
ています。 

Kollmorgen AKMウォッシュ
ダウンフードシリーズのモー
タは、5種類のフレームサイ
ズからお選び頂けます。この
革新的なモータは、業界をリ
ードする性能を誇るAKMモー
タを2層コーティングとIP67
準拠のシールにより水などの
液体から保護する専用ハウジ
ング内に組み込んでいます。 

 
 
 

Wシリーズは、洗浄を必要と
する環境での使用を前提に
IP69Kに準拠したシールテク
ノロジとステンレススチール
ハウジングにKollmorgenのモ
ータテクノロジを詰め込んだ
製品です。 

ブレーキ 
垂直方向に動く軸など、非通電時やサーボ制御が無い
場合に移動する可能性のある軸を保持または静止させ
ておく必要がある場合、ブレーキを追加しなければな
りません。 このブレーキは、「フェールセーフブレー
キ」と呼ばれ、サーボモータが電気的にオフの時、機
械的にオン状態になります。フェールセーフブレーキ
は、エネルギーを連続的に放散するヒートシンク能力
を持たない為、例えば、自動車のディスクブレーキの
様に動的モードでの反復動作を行うことはできませ
ん。アプリケーションでブレーキを動的モードで使用
する必要のある場合は、その目的のために設計された
外部ブレーキを追加してください。手動でリリース可
能なブレーキやアプリケーションから制御可能なブレ
ーキなどさまざまな製品があります。 

マウント 
モータマウントには、日本の規格、北アメリカの
NEMA (National Electric Manufacturers Association)や
IEC (International Electrotechnical Commission)など、
現在、世界中で75種類以上のモータマウントが規格化
され使用されています。 Kollmorgenは、ULとCE両方
の条件に合わせた共通の鋳物セットを使用し、さまざ
まな国の規格に合う標準モータを提供、機械部品や機
械構成に合わせ利用頂けます。 
 
選択されたモータのモータマウント面には、出力軸と
同心のモータ面上の隆起した円形状のパイロットが設
けられています。これは、機械側の取り付け面に設け
られパイロットの形状に合わせた凹みまたは切り欠き
により互いの位置合わせを確実にします。これによ
り、取り付けミスによるアライメントの狂いを防ぎ、
ベアリングが早期に故障することを防止します。  

フィードバックデバイス 
一般的なサーボモータに使用されるフィードバックデバ
イスには、レゾルバ、インクリメンタルエンコーダ、サ
インエンコーダなどがあり、それぞれに精度、分解能、
再現性などに特長があります。精度は、最大誤差、また
は期待値と実際の値との差として定義され、これらは、
エンコーダの形状により単位が異なり、ロータリデバイ
スの単位は角分または角秒で表され、線形デバイスはイ
ンチまたはミクロン（100万分の1m）単位で表されま
す。 
 
フィードバックデバイスの分解能は、そのデバイスから
得られる変位の最小増分であり、ロータリデバイスは1
回転あたりのカウントまたはライン数を表し、リニアデ
バイスは最小増分の距離をインチまたはミクロン単位で
表します。高分解能エンコーダの付加的な価値は、不安
定要素をなくすことでサーボドライブのゲインを増やす
ことができる点にあり、これにより、応答が良くなり、
セトリング時間を短くすることができます。 
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サーボモータの構成 

再現性とは、デバイスが同じ位置に繰り返し正確
に戻る能力を表します。この再現性は、そのデバ
イスが持つ基本的な精度よりも大きい場合があり
ます。 
 
一般的なサーボモータのフィードバックデバイス
は、速度と位置またはその両方を検出します。この
検出方法は、サーボモータとドライブの組み合わせ
により異なり、例えば、ブラシレスサーボモータに
はロータの位置情報をドライブにフィードバックす
るホールセンサ(磁気センサ)が備えられ、その情報
を基にドライバは巻線の電流を電子的に制御しま
す。 また、このタイプのフィードバックデバイス
は位置と時間の関係から速度を算出、コントローラ
にフィードバックしています。 
 
KollmorgenのAKMTM

サーボモータは、アブソリュー
トエンコーダ、サインエンコーダ、レゾルバ、オプ
ティカルコミュテーションエンコーダなど、さまざ
まなフィードバックデバイスから選択可能です。 
プラグアンドプレイに対応したKollmorgenのAKD®
サーボドライブは、モータを接続するだけで自動的
にフィードバックも認識、セットアップや試運転に 

掛かる時間を節約で
きます。Kollmorgen
では、モータ後端の
エンドベルを1種類と
して組み立てを単純
化し、モータの品質
を向上させていま
す。 

最後に、フィードバックデバイスは、出力波形や電
圧の違いなどからさまざまなタイプがあり、アプリ
ケーションに必要なフィードバックデバイスをサポ
ートできるドライブを正しく選択して頂く必要があ
ります。ほとんどのドライブは、さまざまなフィー
ドバックデバイスをサポートしていますが、最適な
運用を担保するためにも同一メーカーのモータとド
ライブを使用することをお勧めします。 

よく使用される4種類のポジションフィードバックの概要 
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パラメータ レゾルバ インクリメンタル 
エンコーダ 

正弦波エンコーダ スマートフィードバッ
クデバイス (SFD) 

耐衝撃性/耐振動性 優れる 良 優れる 優れる 

動作温度範囲 モータ巻線温度の仕様に 
準じる(170℃以下) 

80 ～ 120℃以下 モータ巻線温度の仕様に 
準じる(170℃以下) 

-20～115℃以下 

分解能 レゾルバ-デジタル
(RtoD) コンバータに依
存、通常12～16ビット
(1倍速タイプでは4096
～65,536カウント) 

1回転あたり500～
20,000ライン(2000～
80,000カウント)以上 
速度制御では4000ライ
ン最小 

解像度の基本的な補間量
に準じる(500k～200万
カウント) 

内蔵の1倍速レゾルバを
224倍に補間(1600万カ
ウント未満) 

精度 10～20分角 3～5分角: 
仕様により異なる
(例:Stegmann Endat  
エンコーダは45秒角) 

20～60秒角 9 ～16分角 

速度 12,000 RPM  
または、それ以上 

7,000 RPM 最大 12,000 RPM または、そ
れ以上 (アンプの入力周
波数制限に 
よって制限される) 

12,000 RPM  
または、それ以上 

出力 アナログ出力 - R/Dコン
バータまたはドライブ補
間ソフトウェアが必要 

デジタル出力 アナログ出力 - コンバー
タまたはドライブ補間ソ
フトウェアが必要 

RS-485  

動的応答 可、信号変換によるある
程度の位相遅れを生じる 

良、デバイスの解像度に
依存する 

優れる、高解像度 優れる、51.2μs毎の更
新レート 

コミュテーションの方法  レゾルバのアブソリュー
トフィードバックに基づ
く（モータの磁極は、レ
ゾルバの磁極で割り切れ
る必要がある） 

初期化時、位置情報を取
得する為にホールセンサ
またはコミュテーション
トラックが必要 

正弦波エンコーダのアブ
ソリュートフィードバッ
ク特性に基づく 

デバイスのアブソリュー
トフィードバック特性に
基づく 

レシーバ(ドライバ)から
の距離 

75m 最大 30m 最大 40m 最大 75m または、それ以上 

接続ケーブル 3ペア 7ペア  5ペア  2ペア: 1ペアは電源、も
う1ペアはRS-485通信用 

価格 低い 低い～中程度 中程度～高い 低い～中程度 



サーボモータの構成 

環境仕様 
サーボモータのシールの他にも温度や衝撃、振動など
環境配慮のためのさまざまな仕様が決められていま
す。「環境」と言う言葉で、最初に思いつくのが「モ
ータのトルク定格が示されている温度」だと思いま
す。一般的にベンダーは、25～40℃の範囲内でトルク
定格を決めています。 
連続トルク定格は、周囲温度から最大許容限度までの
最大温度上昇に基づいています。温度上昇はモータで
消費される電力に関係するため、指定されたよりも高
い周囲温度で動作するモータは、検討し直す必要があ
ります。逆に、周囲温度が低い環境でモータを運転す
ると、トルク定格が増加します(以下の計算式は、周
囲温度を変えてモータの定格を変更する方法を表して
います)。また、この式によりモータに搭載されてい
るヒートシンクのサイズが、カタログに掲載されてい
る定格を満たしていることも確認できます。マシン側
の都合などでモータの表面が隠れる場合は、エンジニ
アに連絡してモータの定格を確認する必要がありま
す。他の環境仕様には、モータが真空中で操作される
もの、原子炉などで使用されるものなどがあります。 
 
真空中で動作するモータは大気の対流による冷却を望
めないため、熱伝導により冷却を行う必要がありこれ
に伴う材料の変更が必要になります。また、原子炉な
どの核放射環境で使用されるモータの場合、特別な絶
縁、軸受潤滑、その他の材料の変更が必要になりま
す。 
使用環境上配慮しなければならない項目については、
モータの製造元にお問い合わせください。 

接続性 
Kollmorgenのサーボモータには、接続ケーブルやコネ
クタのさまざまなオプションが用意されています。例
えば、モータに直付けのコネクタは、防水・防塵規格
の国際保護等級（IP規格）に準拠、回転が可能で接続
も容易です。なお、モータは、コネクタの他に使われ
ているシールなどの条件により環境への適用が異なり
ますのでご注意下さい。モータ選定の際には、モータ
が使われる環境とその条件に見合う保護等級を十分に
検討する必要があります。Kollmorgenのモータカタロ
グなどにはIP規格に準拠したことを示す2桁(または3桁)
のコードが記載されています。 

 

ベアリング 
サーボモータ軸受けは市場の要求から標準品において
もさらなる長寿命化が求められ、大きな負荷容量を持
つベアリングと太いシャフトの使用がトレンドになっ
ています。Kollmorgenでは、さらに特殊用途向けに回
転精度を高めた特殊ベアリング(プレシジョン、デュプ
レックス、クロスローラタイプなど)を採用したモータ
もオプションから選択頂けます。 
サーボモータのベアリングは、幅広い温度に対応した
恒久的な潤滑剤により潤滑されていますが、高温下ま
たは低温下での使用を考慮した特殊潤滑剤についても
オプションから選択頂けます。 

計算方法 
注意!!メーカーにより指定された範囲外の条件下にお
けるモータの使用は、モータに影響を及ぼす恐れがあ
り、故障の原因になります。 

トルク定格 計算値 トルク定格 連続トルク
実際の周囲温度

定格周囲温度
  

 

例：Kollmorgen AKM65Kサーボモータを周囲温度
65℃の環境下使用した場合を想定 

 

カタログ値から、周囲温度40℃時のモータ連続トルク
は、24.8 Nm。巻線温度は、100℃ 

 

トルク定格 計算値 24.8Nm 21.5Nm  

この計算式から、温度により定格トルクからおよそ
13％のトルク低下が見込まれます。 
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サーボモータの構成 

最後に 
サーボモータの製造業界においては標準化が進み、標準品であればどのメーカーの製品でも大きな差が無くな
って来ています。Kollmorgenでは、標準品のみならず、多彩なオプションと設計変更に高い柔軟性を持つ製品
により、お客様のシステム構築から積極的にエンジニアリング活動を行い、お客様のシステムに最適なサーボ
モータを提供しています。サーボモータの選択でご不明な点は、Kollmorgen製品取り扱い代理店にお問い合わ
せ頂くか、もしくは、弊社ウェッブサイトhttp:www.kollmorgen-japan.jpをご覧下さい。 
 
また、さらに高度な技術を必要とするシステム開発において、技術的課題や要求をお客様と共に解決する技術支援
サポートを行っています。エンジニアによるサポートチームは技術的な支援の他に、システムのライフサイクルや
アップグレード、安全対策、オペレータのトレーニング、カスタマサポートなど幅広い側面からのサポートが可能
です。お客様のビジネスプロセスに対しても同様に、かんばん方式のサプライチェーン管理、ジャストインタイム
デリバリなどによるサポートが充実しています。 

KOLLMORGENについて 
Kollmorgenは、世界中のお客様にオートメーション機器やドライブシステムを供給するメーカーです。100
年以上の歴史を数え、モーションコントロールの設計やアプリケーションの構築などにその経験を活かし
たソリューションの提供と性能、品質、信頼性、使いやすさを追求した各種製品の販売を行っています。 
 
Kollmorgenの製品の詳しい情報に付きましては、ia-info@kollmorgen-japan.jpにお問い合わせいただくか、
Kollmorgenのウェブサイトwww.kollmorgen-japan.jpをご覧下さい。 
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