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MINDA モジュラー ワーカーコンベア
工場の床に直接設置

従来式のコンベアシステム
大規模な基礎工事が必要

人間工学に基づいた作業性と、高
い生産性を実現するため、MINDA
モジュラー ワーカーコンベアは、
自動車の組み立てなど、タクトタ
イムを重視するライン生産の現場
で作業員をサポートします。 

>   工場の床に直接設置 
（基礎工事不要）

> 複雑な接続作業などは不要
>  タクトに合わせた、なめらかな

動きで作業員をサポート

作業しやすく、 
生産性もアップ

MINDAのモジュラー ワーカーコンベアを使用するこ
とで、全ての組立作業や検査作業の現場において、
最適な作業環境が作り出されます。疲労を軽減し、
本来の作業プロセスに、より集中できるようになり
ます。MINDAのモジュラー ワーカーコンベアシステ
ムには、次のような利点があります：高さはわずか
120 mm（調整範囲が追加で40 mmあります）で、シ
ステムコンポーネントは工場の床に直接取り付けるこ
とができます。 ピットのための大掛かりな基礎工事は
必要ありません。

モジュラー ワーカーコンベアシステ
ムと、その応用に関する情報とアニ
メーションに関しては、下記をご覧
ください。
www.minda.com/en/
automotive-industry
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電源
最大9つのコンベアを接続し、
一つの電源から稼働可能

コントロール・シグナル
作業フィールドで使用される全てのワーカーコ
ンベアは通常、ケーブル接続一つで同期可能。

フレーム構造  
位置合わせが簡単な、剛性

の高い溶接フレーム構造

パーツ・トラップ 
小さなパーツや汚れ
から、ベルトや機体

を保護する機構

プラスチックモジュラーベルト
コンベアベルトには、精度の高い
プラスチックモジュラーベルト
を採用し、テークアップユニッ
ト不要

駆動
シャフト・マウンテッド・ギアードモー
タと潤滑剤を備えた、コンパクトでメン

テナンスフリーの駆動ユニット

制御
頑丈に保護された統合制
御モジュール

ベルトのサポート
木質集成材から成るサポ
ートテーブル

機高調整装置
ネジ式で、機体上部からの正
確な高さ調整が可能

超薄型で同期が容易

MINDAモジュラー ワーカーコンベ
アは、様々な生産環境に適合するこ
とのできるコンベアユニットです。
 
>  メンテナンスフリーで高い信頼性
>  駆動と制御の統合（別途での制御

ボックスは不要）
>  電源接続ごとに最大9つのコンベ

アベルトが稼働可能
>  プラグ＆プレイ方式で、ライン制

御システムと簡単に同期

これ以上にコンパクトなシステムはないでしょう。 
MINDAモジュラー ワーカーコンベアは、自動車など
の組み立て作業を容易にし、操作の信頼性を高める要
素を含んでいます。それは 駆動と制御システムと洗練
された構造です。プラグ＆プレイ：稼働に必要なのは
電源と制御信号のみです。

MINDA. スマートな技術を備えたコンパクトなモジュラー コンベアユニット
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耐火燃焼性／静電気電導性 試験準拠
モジュラー ワーカーコンベア、ダミ
ー、およびプラットフォームを含む
システムは、ESD準拠およびDIN EN 
13501-1のB1認定済みです。

モジュラー ワーカーコンベア
生産プロセスが必要とする場

所へ、どこにでも設置可能

ダミー  
搬送機能が必要でない場所には、コン

ベアベルトの代わりにダミーを設置

プラットフォーム 
作業用に場所が必要な場
合は、コンベアベルトの

高さで幅を横に補完

スロープ
工場の床とコンベアベル

トの高さの差を補正

モジュラーシステムによる、
組み立てプロセスに応じた
運用

組み立てラインは生産の必要に合
わせて、モジュラー ワーカーコン
ベア、プラットフォーム、スロー
プから成っています。搬送機能が
必要ない時には、コンベアをダミ
ーに変えることができます。
 
> 迅速なラインアレンジ
> 必要な場所だけでの運用
> 低い投資コスト
> 高い柔軟性

MINDAモジュラー ワーカーコンベアは、適切な幅と
搬送速度をもって、必要な場所に搬送能力を提供しま
す。コンベアラインに登り傾斜と下り傾斜を設けるこ
とにより、それぞれの組立作業または検査作業に最適
な高さを少ない労力で作り出すことができます。従来
の長機長のベルトコンベアシステムとは対照的に、作
業に必要な場所への幅の違いや、搬送能力の必要ない
部分があっても問題はありません。



0908 より効率の高い、明日へ
基礎工事不要であることには多
くの利点があります。最小限の
労力で生産ラインのレイアウト

を変更することができます。

作業環境の自由度を調整
新しいプロセスが異なる作業環境
を必要とする場合も、プラットフ
ォームの拡張機能を使うことで、
汎用性が確保されます。

コンベアのアレンジは、オンデマンドで 
必要に応じて、モジュラーシステ 
ムとプラグ＆プレイ方式のおかげで、 
ダミーからワーカーコンベアへ 
迅速に変換できます。

常に最適な自動車組み立て環境
急に必要になった生産ライン 
の勾配も、既存のコンベア面 
に簡単に調節・統合すること 

ができます。

運用の柔軟性： 
明日から、その先の未来へ

つい最近まで最先端だった技術が、今日すでに時代遅
れということもあります。変化への迅速な対応が求め
られます。ベルトの幅を変更？ 新しいタクト？ 生産ラ
インへ勾配の設置？MINDAモジュラー ワーカーコン
ベアを使えば、そのような課題も簡単に解決すること
ができます。ディテールへのこだわりとプラグ＆プレ
イ技術を備えた一貫したモジュール構造のおかげで、
変更された生産プロセスへの調整も、非常に短時間で
実現できます。

生産の最適化やモデルの変更を行
う場合、ピットの設置を前提とし
たコンベアテクノロジーに頭を悩
ませる必要はもうありません。
 
>  ワーカーコンベアとダミーの簡

単な設置/交換
>  プラットフォームとスロープの

迅速な設置
> 簡単な高さ調整
> プラグ＆プレイ

MINDA. 共に成長するコンベアシステム。



10

技術情報

モジュラー式 ワーカーコンベア
モジュール長さ „L“ (mm) 1,000 – 7,500 
モジュール幅 „W”  (mm) 700 – 1,500
高さ „H”  (mm) 120 (追加調整+40 mm：Max.160 mm)
ベルト速度 (m/min)  1,5 – 7,5 (オプション: トランスミッシ 

ョンを変更することにより、他の速度 
範囲も可能)

制御オプション/電力供給
アナログ信号  –   アナログ・コントロール 4ピン/4–20 mA 

(シリアル接続; 接続するワーカーコンベアの 
数に制限なし)

アナログ信号の代案: –  アナログ・コントロール 0 – 10 V 
(シリアル接続; 接続するワーカーコンベアの 
数に制限あり)

 – コレクティヴ・フォルト・シグナル 

ProfINEt – 24 V 電源が必要
 – シングル・フォルト・シグナル

電力供給   230 V あるいは 480 V 、要等電位化 (最低で 
も 6  mm²) ケーブル断面による制限があるため、 
最大9つのコンベアベルトが接続可能。

ダミー
モジュール長さ „L“ (mm) 1,000 – 7,500 (長さはカスタマイズ可) 
モジュール幅 „W” (mm) 700 – 1,500 (幅はカスタマイズ可) 
高さ „H”  (mm) 120 (追加調整 + 40  mm：Max.160 mm)
 
ダミーは様々なデザインで提供できます。例えば、クローズドシステ 
ムとして、または照明、サイドガード、集塵トラフ付き等。

プラットフォームとスロープ
生産環境とシステム全体の要求に合わせた設計
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MINDA GmbH
Enzer Strasse 121
31655 Stadthagen
(GERMANY)

  
www.minda.com
Fon  +49 5721 9789-0
Fax  +49 5721 9789-30
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