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はじめに
右写真は、ベルトコンベヤの駆動装置に使われる
出力 132kW、直径φ800 ミリ、セラミックラギングの
ラルメカ社製モータープーリです。日本でモーター
プーリと云えば、小型で持ち運びできるポータブル
コンベヤの駆動に使われる製品との認識が一般的
ですが、世界には鉱山や火力発電所等の恒久設備
で 24 時間連続して使用されているモータープーリが
数多くあります。ご承知のように、モータープーリは、
モーター及びギヤ等がプーリの中に全て内蔵され、
外部に付属伝達機器が無いので、コンベヤの駆動部はシンプルで、場所を取らず、又、極めて安
全な駆動装置です。
日本と欧米のモータープーリ事情
ところで、そのモータープーリですが、
日本では、モーター出力で Max 3.7kW、
直径で Maxφ365ｍｍ、適応ベルト幅で
Max 500W 程度の空冷の小型モーター
プーリが大方です。しかし、ラルメカでは、
小さなものは直径φ138、出力 0.24kW
から、大きなものでは Maxφ1000 ㎜、
出力が Max 250ｋW、適応ベルト幅は
2000W と云った大型のモータープーリ
まで幅広くあって、その冷却方式はオイ
ル冷却です。又、使われている所も食品
工場から火力発電所や岩塩鉱山等、その
製品のバラエティとアプリケーションは非常
に豊富です。
モータープーリへの理解と普及度に於いて、日本と欧米では大きな隔たりがあります。それは何
故かと言いますと、日本には優れたモーター/減速機を作る大メーカーが幾社もある一方で、モー
タープーリを作る専門メーカーが 1 社しか無い事があげられますが、それに加えて、モータープー
リについての最新情報が日本のユーザーに紹介されてこなかったのも一つの要因で、従って、モ
ータープーリに対する関心/ニーズが生まれなかったと思われます。又、日本では、おしなべて、モ
ータープーリへの信頼性が低いのですが、それは、プーリ管体にモーターを置く構造から放熱の
効果が限定される事に加え、過負荷状態がモーターコイル焼けを招く事例が多い事に依るものと
思われます。しかし、ラルメカのモータープーリはオイル冷却方式に加え、各相コイル内に熱感知
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サーマルが全機種に入り、モーター焼けを事前に防ぐ仕様ですので、安心してご使用になれる製
品です。
ギヤを介しプーリに動力を直接伝達するその内部構造
右図はモータープーリの内部構造で、その
構造は大きさの大小にかわらず同じです。
200/400V(Max1000V)のケーブルは軸穴を
通ってモーターに繋がります。従って、溶接
プーリと異なり、軸は貫通しておらず、回転
しません。モーターは電気を得てローターが
1500/3000 回転します。その回転を 2 段ない
し 3 段のギヤで減速させ、プーリ内周面に
固定されたギヤリムとギヤの噛み合いを経て、
動力をドラム本体に伝える事で、モーター
プーリを回す仕組みです。従って、モーターの持つ力が
ヘリカルギヤで減じられるだけなので、チェーンやスプロ
ケット等の伝達機器を使用する外付モーター駆動方式と
較べると動力ロスが少ないのが特徴です。又、軸は回転
しませんのでピローブロック等の軸受は必要でなく、
ローラのように取付ブラケットに固定する方式で、ベア
リングはプーリの両側面の鏡部に内封され、プーリ本体
の回転を助けます。オプションの逆転防止装置のバック
ストップや電磁ブレーキについても内蔵する設計に
なっており、モータープーリの外にはモーター及び付属
の伝達機器が一切ありませんから、極めてシンプルで省スペース、且つ、安全です。又、従来の外
付モーター方式と比べると、モーターベースや安全カバー等も不要になり駆動部総体重量が軽く
なるので、コンベヤフレームの軽量化も計れます。尚、モータープーリの片軸端にある円筒の箱は
端子ボックスで外部電源とここで繋ぎます。
水中１M 下に 30 分置いても駄目にならないモータープーリの優れた防塵・防水性(IP67/66)
さて、ヘッドプーリの中にモーター等が全て入ってしまえばシンプルで安全ですが、モーターは
回ると発熱しますので冷却機構が不可欠です。まして、それが限られた密閉空間に置かれるとなれ
ば尚更です。従って、アイデアとしては優れていても、製品化への道のりは簡単ではなく、ラルメカ
も小型のモータープーリからその試作が始まっています。
ラルメカのモータープーリはオイル冷却で、オイルをプーリ管体に 1/3 内封し、そのオイルがベア
リング類を潤滑すると共に内部冷却を助け、プーリの周りを通るベルトがモータープーリの熱を取る
と云う放熱原理で設計されています。とは言っても、回転するとモーターが熱が発生し、プーリ内部
の温度は上昇し、管体内にあるオイル及び空気は膨張し外に逃げようとします。例えば、軸とプー
リ本体の周動部とか溶接継ぎ合せの隙間とか、管体と鏡部との溶接の継ぎ目とか、ケーブルワイヤ
内からです。そのオイルを外に出さないように IP66/67 の防塵・防水性のシール等を併用し、50 年
に及ぶ改良を重ねて克服したのがラルメカのモータープーリです。そして、外にオイルを出さない
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シール性は、同時に、外からの水や粉塵の内部浸入も阻止しますので、高湿度環境や常時水が
かかる環境での使用に耐える優れた製品となりました。ちなみに、この端子ボックスも IP67 の防塵・
防水性を有します。
ラルメカは防塵・防水の面だけでなく、防錆のニーズには SUS303・304 及び 316 等、豊富なオプ
ションを用意しており、ゴムのラギングについても、耐油仕様や耐尿素等の特殊仕様に対応する他、
冒頭写真のセラミックラギングも用意しています。（尚、内封オイルは車のエンジンオイルと同じよう
に定期的に交換します。その推奨時間は 3 万時間[8 時間 x265 日 x14 年]で、合成オイルでは 5
万時間毎が交換の目安です。）
動力ロスの少ない、高伝達効率のモータープーリ
ラルメカはモータープーリが外付モーターの駆動
方式と比較して動力ロスがどのくらい少ないかを 132
ｋW モーター事例で次の様に試算しています。
まず、図 1 が示すように、E2 グレードの高効率 132
kW 出力モーター自体は、空冷であれオイル冷却で
あれ、その伝達効率に大差はありません。
次に、回転を落とすギヤですが、従来の外付モータ
ー方式は高効率 90 度交差のウオーム減速機の場合
で 86％なのに対し、ラルメカ・モータープーリはヘリカ
ルギヤに依る直接伝達なのでその伝達効率は 95％に
なります。
更に、外付モーター方式は、3 図のような伝達機器
を併用しなくてはなりませんが、その各機器の伝達
効率は右図のようになります。例えば、チェーンの場合
は Max83％です。つまり、伝達機器の併用は、併用
すれば併用するだけ動力の伝達ロスを生じる事になり
ます。
図 4 は、伝達効率の観点から、伝達機器の併用様式
に依って、どの位の動力ロスが生じるかを試算したもの
です。試算結果は、日本でよく使われているスプロケット
/チェーン伝達でＭａｘで 66％、カップリングを併用した
伝達でＭａｘ78％にしかならないのに対し、モーター
プーリの場合は、ギヤだけを介しての動力伝達です
ので 90％(Ｍａｘ92％)の動力ロスしか生じない事が解り
ます。
以上から、132ｋＷの動力が必要なベルトコンベヤで、
1 日 16 時間 x 5 日/週 x 40 週/年の条件で、1)の外付
モーター+ウオーム減速機+2 カップリング方式 (78％)と
3)のモーター+ウオーム減速機+チェーン方式 (66％)と
4)のモータープーリ方式 (90％)で年間の動力コストを
仮に 16 円として試算すると次の様になります。
160

[ 動力コストの年間比較 ]
1) モーター+ウオーム減速機+2 カップリング： 132ｋW / 0.78 x 3,200(h) x１6 円 = 866 万円(年)
3) モーター+ウオーム減速機+チェーン: 132ｋW / 0.66 x 3,200(h) x１6 円 = 1,024 万円（年）
４) モータープーリ： 132kW /0.9 x 3,200(h) x 16 円 = 750 万円(年)
日本では、132kW の動力を要するベルトコンベヤを使う事例は少なく、7.5kW 程度のモーター+
減速機+チェーンスプロケットを使用するコンベヤが多いと思います。その方式とモータープーリ方
式とで上記の稼働条件で年間動力コストを計算すると、片や 58.1 万円、片や 42.7 万円となり、コン
ベヤ 1 台当たりの動力コストは 15 万円も違ってきます。日本砕石協会に依る資料に依れば、ベルト
コンベヤ本数が 1 事業所で 30 本以上ある砕石事業所が約 3 割ありますから、仮にベルトコンベヤ
が 30 本ある事業所の場合、モータープーリに切り替える事でセーブできる年間動力コストは 450 万
円と云う試算結果になります。このように、モータープーリは省電力/省エネルギーの製品です。
省メンテナンスのモータープーリ
プラントの保守・点検は華やかな業務とは言い難いとは云え、極めて重要で、日本砕石協会の
『ベルトコンベヤ災害防止対策マニュアル』はその重要性について次の様に述べ、保守・点検を行
わないと年を経るごとに加速度的に劣化が進むと指摘しています。
『どれほど優秀な（コンベヤ）設備であっても、適切な保守点検が行われていない場合は長期間
にわたって初期の性能を維持することはできない。必ず経年劣化・摩耗などによって比較的短期
間でトラブルを発生するものである。これらの故障・トラブルの修復費は計画的な保守・点検を実施
していた場合に比べて多額となり、時には 2 次的な損失を被ることもある。』
プラントに於ける保守・点検業務は、ベルトコンベヤに限ったものでは無く、プラント内の全機械
に及び各機械に精通する必要があるので大変ですが、先にみたように、1 事業所当りに設置されて
いるベルトコンベヤの本数が 30 本以上と云う事業所も多く、保守・点検業務全般に於けるベルトコ
ンベヤの比重は決して少なく無い現状があります。そして、一方で、会社のランニングコスト削減の
要請からメンテナンス要員は以前に比して減っている現実があり、ベルトコンベヤの保守・点検を
如何に減らすかは一考に値するテーマです、
ベルトコンベヤの保守・点検は、駆動部だけに留まるものでは無く、テール部・中間部と云ったコ
ンベヤ構成部分があり、そこにある機器としては、ベルト・溶接プーリ・ローラ・ベルトクリーナー・歩
廊・引綱スイッチ等、付属機器はたくさんあり、ベルトコンベヤの保守・点検は多岐にわたりますが、
この小稿は、コンベヤの保守・点検の中で最も重要で点検項目も多い駆動部分に絞り、その業務
の負担を減らし、同時に、業務の安全化を向上させる具体的な提案として、従来の外付モーター
方式からモータープーリ方式への切り替えを提唱するものです。
さて、次表は日本砕石協会の『ベルトコンベヤ災害防止対策マニュアル』の保守・点検要領にあ
る、日常点検・週間点検・月次点検・年次点検に関する電気・制御関係を除く機械関係の内容に
ついて、駆動部分に関する項目/内容を抜き出し表にしたものです。
この表を見れば、従来の外付モーター+付属伝達機器方式の保守・点検の項目件数が多く、そ
の点検も毎日、毎週・毎月・年次とその保守・点検に要する時間と労力の負担は決して少なくない
事が解ります。又、コンベヤの駆動部が地上より高い所にあり、何本ものコンベヤで歩廊を伝って
上がって行く事は、晴れている日ならまだしも雨や凍った日等に滑って危ない思いをした方は私だ
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けでは無いように、安全に気を使いながら行う作業と言えます。従って、駆動部の保守・点検業務
の比重を減らす事が安全にもつながる事は言うまでもありません。

そこで、同じ表を基に、従来の外付モーター方式からモータープーリ方式への切り替えた場合を
示したのが下表です。
特に付け足す事は無いと思いますが、外付モーター方式とモータープーリ方式との対比効果を
視覚化する為に同じ表を使いましたが、項目として分かれているモーターと駆動プーリは一体です
ので、モータープーリの点検だけの業務ですから、点検項目が減り短時間です済む事がご理解い
ただけると思いますし、この事は“安全”に繋がります。

先に見た『ベルトコンベヤ災害防止対策マニュアル』にあるコンベヤ災害の事例は、その多くが
ベルト及び回転体への巻込まれに依るもので、駆動部での事故が特に多い訳ではありません。し
かし、動力ゾーンは一般に付属機器が多く足場が狭くなりがちで、動力源に近く、充分な安全配慮
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が求められる所です。昨今は安全への認識及び徹底が浸透し、安全柵で駆動部を覆う事業所も
増えていますが、モータープーリは付属機器が無くシンプル/省スペースですから、安全柵越しの
駆動ゾーンへの視覚に依る安全確認を助けます。
納入事例 １）：生コンのサイロ事例
右写真は、ドイツのコンクリートプラントのサイロ下で使われている事例で
す。この種のプラントではφ220、320、400 径のモータープーリが使われ、
その出力はφ220 で 0.37～5.5kW、φ320 で 0.75～11kW、φ400 で 2，2
～15kW の中から任意の速度が選択できます。速度は 10m/分程度の低速
から 150m/分を超える高速まで幅広く取り揃えています。又、インバーター
に依る変速については、50 ヘルツ帯で 15～65 ヘルツの範囲でトルクが
大きく落ちる事無く変速できます。プーリ幅については Max2000 ㎜まで
標準対応で、50 ㎜毎に長さが選べます。オプションとしては、プーリ表面に
ゴムラギングを施したり、逆転防止用のバックストップを付ける等、そのアプ
リケーションは豊富です。写真でお解りのように、コンベヤ駆動部が非常に
シンプルになる事がご理解いただけると思います。
納入事例 2）：移動式クラッシャー事例
右写真は、ノルドバーグの移動式クラッシャーに使わ
れている事例です。モーターは端子ボックスを経て 200/
400V 電源が供給されればすぐに回転を始めます。日常
のメンテナンスは油圧より簡便です。このクラッシャーに
搭載されているモータープーリが、例えば、φ220 径の
220M で出力 4kW、速度 75m/分のモータープーリだと
すると、そのトルクは 327Nm で、Max ラジアル荷重(T 1 +T 2 ）
は 11,500N となります。尚、コンベヤ始動時はその 2 倍の
トルクが働くよう設計されています。
納入事例 3）：大西洋沖合浚渫船コンベヤ事例
右写真は、大西洋の沖合浚渫船に 30 年に亘って
使われ続けているモータープーリです。引き上げられた
泥砂は海水を含んで重く、又、腐蝕を誘引します。こう
したハードな使用環境に IP67 の防塵・防水性を持つ
ラルメカ・モータープーリはその性能をフルに発揮します。
この船に搭載されるモータープーリはφ630、800 径で、
出力は 37～75ｋW、速度 187m/分、ベルト幅は 1200
～1800W、搬送能力 2,700t/h のコンベヤに使用されて
います。尚、ラルメカは防錆用途向けとして、φ400 径まではオール
SUS のモータープーリを提供していますし、塗装の膜厚を標準 60
ミクロンから倍の 120 ミクロンにした塗装オプションがあります。
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納入事例 ４）：ドイツの褐炭搬送コンベヤ事例
右写真は、ドイツの褐炭採掘現場で
使われているモータープーリ事例です。
このように、海外ではモータープーリを
外付モーターに依る駆動と同じように
使っており、例えば、メンテナンスに
なかなか手をかけられない高所コン
ベヤでの採用とか、裏付けある信頼性
をもって活躍しています。又、モーター
プーリを採用すれば、伝達機器が不要
になるだけでなく、モーターを設置する
モーターベース等も不要になりますので、駆動部重量が軽くなり、コンベヤフレームの軽量化が計
れるのでコンベヤ製作コストを低減できるメリットがあります。
日本でのサービス体制
ラルメカ・モータープーリはドイツで生まれ製作されている製品で、その耐久性・頑丈さには定評
があり、世界には 50 年以上回っている製品が幾多あります。とは言へ、日本で使用する場合、万
一、何かあった際のサービス体制があるかどうかはユーザーにとって採用できるかどうかの重要な
ポイントだと思います。この点については、日本では残念ながらその修理・アフターサービスが出来
るサービス工場が未だ無く、その整備を急ぎたく思っている処です。唯、納入実績としては、24 時
間稼働例を含めて、φ165 の小径からφ400 の中径まで総数として 30 台程度の実績があります。
どうしても、予備品が要るとのお客様には、現状では、プラント内でのコンベヤ速度を幾つかに統
一していただく事で、予備モータープーリをもっていただく対応をお奨めしています。
次に、供給についてですが、供給はすべて受注生産です。カタログに基づく機種・仕様を決定
しての受注後、船便で 3～4 か月、エアー便で 1.5 ヶ月の納期でのお届けとなります。価格につい
ては、片や、モータープーリに対し、片や、溶接ヘッドプーリ+モーター+伝達機器+軸受等との比較
となりますが、トータルに於いて大きな違いは無い製品です。
日本は優れた国で産業製品はほとんど国産品でまかなえ、その品質も高いものですが、海外製
品の中には日本には無い、独自の発送に基づくユニークな製品があり、そう云うコンベヤ関連製品
を、今後もご紹介していきたいと思います。
[ 記：㈱バルクワールドはラルメカ日本総代理店です。]
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