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制御用ネットワークMECHATROLINKは 新たなステージへ

● お問い合せ先 : モーションコントロール事業部 事業企画部 ネットワーク戦略推進チーム　TEL: 04-2962-7920　FAX: 04-2962-5913

　MECHATROLINKは高速な制御周期を必要とする駆動形
（サーボ等）のネットワークとI/O系のネットワークを１つに統合
できるオープンフィールドネットワークとして、1990年前半から
安川電機が開発・製品化し、2003年から一般公開を開始しました。
MECHATROLINKはそのモーション制御性能の高さから半導体・
液晶・LEDなど最先端技術をはじめ、工作機械・板金加工・巻線機械・
ロボット・食品機械・薬品検査など、多くの装置に採用されています。
　中国をはじめとするアジア圏を中心として普及が進んでいる
MECHATROLINKは、採用企業数の増加と様々な対応製品
（マスタ・スレーブ機器）の増加によって、様々な装置へ適用が拡大
しています。その結果、MECHATROLINKの対応製品の累積
出荷ノード※数も同様に延びており、2016年3月末時点で458
万ノードまで増加しています。　
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　MMAでは、数多くの展示会に出展し、MECHATROLINKの
普及活動を積極的に行っています。
　2016年5月11日～13日に東京ビッグサイトにて開催された
「組込みシステム開発技術展（ESEC2016）」に初出展し、
MECHATROLINKの紹介や、IoT・クラウド連携によるPCソリュー
ション事例、組み込み系のソリューションなどについて提案を行い、
多くの方にご覧頂きました。

　MMAでは、MECHATROLINKが持つ高速同期性に加え、
昨今の潮流であるIndustrie4.0（第4次産業革命）対応の提案
を行っています。MECHATROLINK-Ⅲが持つメッセージ通信
機能を使った各機器の見える化に加え、その情報をM2M機器
によりクラウドまで繋げることで、各機器の情報を遠隔地から
でも確認・調整することが可能です。これにより、装置立ち上げ

の容易性や、ランニング後のメンテナンス性向上が実現できます。
　MECHATROLINK採用によるメリットをわかりやすく理解して
頂くため、MMAでは会員企業製品のコラボレーションによる
コンセプトデモ機やカタログを用意し、各イベントで展示や配布
を行っています。

　今後、MMAでは従来のモーション制御機器だけでなく、各種
センサやI/Oなど更なる適用製品の強化、マルチベンダ対応に
よるシステム提案、機器情報の見える化や操作性・メンテナンス
性の改善などのシステム提案、PCソリューションへの対応も
強化していきます。また今年、シンガポールにASEAN支部を

設立し、積極的に海外でのプロモーション活動、技術支援を行い、
更なる認知度向上を図り、アジアをはじめとした普及推進を
加速させていきます。それと共に、Industrie4.0への対応で
更なるグローバルスタンダード化に向けて、積極的な活動を
行っていきます。

　2003年に発足し、2005年に設立されたMECHATROLINK
協会（以下、MMA）は、MECHATROLINKを世界に普及させる
為に設立された、MECHATROLINK製品開発メンバー及び
MECHATROLINKユーザで構成される組織です。2016年7月末
時点で49か国・2809社の会員企業によって構成されており、
モーションネットワークとしてはアジアNo.1の規模を誇っています。

　2015年11月には株式会社キーエンスが、2016年5月には
世界的な半導体開発・製造企業であるTexas Instruments Inc.
（テキサス・インスツルメンツ）が幹事会社として新たに加わり、
株式会社エム・システム技研、オリエンタルモーター株式会社、
株式会社デジタル、横河電機株式会社、安川情報システム株式
会社、株式会社安川電機の8社となりました。
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生産管理システム
（MES）

装置コントローラ
（PLC、PCなど）

各種スレーブ機器

●データ蓄積・分析・活用

取得したい情報（例）

[装置内イメージ]

●生産数
●不具合情報と各センサ情報
　（温度など）

●稼動時間と
　各スレーブ機器の寿命
●アラーム履歴と
　各スレーブの駆動状況

MECHATROLINK-Ⅲ

INTERNET
メッセージ通信とM2M/IoTの連携により、
高度な生産システムを実現！

機器情報収集・活用のイメージ

・ステータス確認
・パラメータ確認

MECHATROLINKによるIndustrie4.0への取り組み

今後の取り組み

キーエンスとテキサス・インスツルメンツがMMAの幹事会社に加入

ますます普及するMECHATROLINK 展示会出展によるMECHATROLINKの普及活動

　2014年8月にMECHATROLINKが IEC61158および
IEC61784の一つとして追加登録され、国際標準規格のネット
ワークとして認められました。また、2016年4月には中国国家標
準化管理委員会により、2016年第7号中国国家標準公告
（2016/4/25）にMECHATROLINKの対象標準が掲載され、
2016年11月から実施されます。

国際標準規格（SEMI規格、IEC規格、GB規格）への対応
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～マシンの“鼓動”が聞こえる～

（2016年7月末現在）

※ノード：ネットワークに接続される個々の機器
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中東欧地域への展開を拡大し拡販・サービス活動を強化

ポーランド共和国に現地法人を設立
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トピックス

● お問い合せ先 : 広報・IR部　TEL: 03-5402-4564　FAX: 03-5402-4580 ● お問い合せ先 : インバータ事業部 電気駆動システム事業統括部 事業推進グループ　TEL: 0930-23-5184　FAX: 0930-23-3010

　安川電機は今後成長が期待される中東欧地域への展開を
拡大させています。このたび、欧州地域統括会社である欧州安川
有限会社（YASKAWA Europe GmbH）を通じ、ポーランド
共和国における拡販・サービス活動の強化を目的に、現地法人
安川ポルスカ有限会社（YASKAWA Polska Sp. z o.o.）を設立
いたしました。
　ポーランド共和国は、EU加盟国の実質平均成長率を上回る
高成長を続けており、今後も市場拡大が見込まれます。この
市場性を背景として、同国内をターゲットに、インバータ・サーボ・
コントローラ・産業用ロボットなど、当社の得意とする製品全体
の供給とソリューション提供の強化を図ります。
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　安川電機は、中国の大手自動車メーカー奇瑞汽車股份有限
公司の子会社である奇瑞新能源汽車技術有限公司（以下、奇瑞
新能源）及び蕪湖市建設投資有限公司（以下、蕪湖市）と、このたび
車載用電気駆動システム関連事業において提携することで合意
し、2016年4月15日に中国安徽省蕪湖市において契約を締結
しました。
　中国は世界最大の自動車市場となり、今後も好調な成長が
期待されています。一方、大気汚染やエネルギー消費の増大など
が問題となっており、その解決策の一つとして、電気自動車
（EV）に代表される従来型の化石燃料を動力源としない車、いわ
ゆる新エネルギー車の普及が国策として強力に推し進められて
います。その中国こそが当社の電気駆動システム事業の成長
機会がある重要な市場と位置づけ、2011年頃から中国市場
での開拓活動を行ってきました。
　このような状況の中、海外のEV関連企業の誘致を推進して
いた安徽省蕪湖市、EVの更なる拡販を狙い自社のEVに搭載する
電気駆動システムの最適な調達先を検討していた奇瑞新能源、
そして中国での本格的事業参入を模索していた当社の思いが
合致し、この三者による中国市場向け車載用電気駆動システム
関連事業において提携することとなりました。モータ、インバータ
の技術・製品・製造に強みを持つ当社と、EVを製造・販売する
奇瑞新能源が、蕪湖市のサポートのもと、それぞれの強みを
生かし、奇瑞新能源で使用する電気駆動システムに限らず、中国
市場のお客様のニーズに最適な電気駆動システムを提供して
まいります。
　2017年度中に奇瑞新能源汽車のEV向けモータ、インバータ
の生産・販売を開始し、順次中国の他自動車メーカへの販売を
拡大、2025年には10万台/年の生産・販売を目指します。

車載用電気駆動システム事業の拡大に向けて

中国 奇瑞安川電駆動系統有限公司を設立へ

提携の内容
中国安徽省蕪湖市において、車載用電気駆動システム製品
を開発・設計・製造・販売する合弁会社設立

・

・

・

・

会 社 名

所 在 地

設 立

事業内容

：奇瑞安川電駆動系統有限公司

：中国安徽省蕪湖市

：2016年度内

：車載用電気駆動システム製品の
開発・設計・製造・販売

安川ポルスカ有限会社

： 安川グループ現地法人

奇瑞新能源、蕪湖市との締結式

奇瑞安川電駆動系統有限公司

安徽省蕪湖市

会 社 名

所 在 地

設 立 日

事業内容

：YASKAWA Polska Sp. z o.o.

：Du ska 11 54-427 Wrocław, Poland

：2016年3月18日

：ポーランドでの安川製品の販売・サービス

現地法人の概要
・

・

・

・

5月13日に開催されたオープニングセレモニー

プレスカンファレンスの様子

安川ポルスカ有限会社が入居しているビル


