
i 3-Mechatronicsの統合ソリューション

コントローラを統合する制御機能を提供開始

New Products
新製品

● お問い合わせ先 : モーションコントロール事業部 応用技術部 プロダクトマネジメント課　TEL : 04-2962-5470　FAX : 04-2966-0746

　当社は、長期経営計画「2025年ビジョン」に掲げる「新たな
産業自動化革命の実現」に向け、新たなソリューションコンセプト
「 i 3-Mechatronics（アイキューブ メカトロニクス）」を提唱し、
デジタルデータソリューションの提供を進めています。
　このたび、マシンコントローラとロボットコントローラを統合
するソフト面でのソリューションとなる制御機能を開発し、8月
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通信プロトコル対応の関数でロボットを制御
マシンコントローラのラダープログラムにおいて、MotomanSync I/F※の
通信プロトコルに対応した関数を実行することによりロボットを制御します。
これによりロボットコントローラからのプログラム言語は不要です。
ロボットごとに必要な送受信データだけを繰り返し通信することで応答性に
優れたシステムに貢献します。

ロボットの移動関数でスムーズな動作
マシンコントローラMP3000シリーズの標準関数の一つと
してロボット制御に必要な関数を提供します。この関数を
使用すると、複数の位置への移動指令を連続で実行し位置
間を滑らかにつなぐことができ、ロボットの動作をスムーズに

することや、JOG関数を使ってマシンコントローラに接続され
たタッチパネル等から、簡易ティーチングペンダント機能を構築
することが可能です。

Ethernetは富士ゼロックス株式会社の商標です。

スキャン時間が最少値よりも大きい
場合にはスキャン時間に依存します。

関数のパラメータに制御数値をセット

マシンコントローラの
システム内で繰り返し通信 必要な情報だけ送受信

必要な情報だけ送受信

マシンコントローラ
ロボットコントローラ
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スキャン時間が最少値よりも大きい
場合にはスキャン時間に依存します。

ホストコンピュータからロボットを制御する
ためのインターフェース機能

※：

31日より提供を開始します。サーボドライブと産業用ロボットを
合わせて導入する際には、マシンコントローラのプログラムから
ロボットコントローラが制御できるようになります。
　対応が可能なモデルはマシンコントローラMP3000シリーズ
（MP3200とMP3300）とコントローラ内蔵型のサーボパック
Σ-7Cです。
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7軸構造で高品質溶接、省スペース化、工程の統合を実現

アーク溶接ロボット MOTOMAN-AR1440Eを発売

New Products
新製品

　当社は、長期経営計画「2025年ビジョン」に掲げる「新たな産業
自動化革命の実現」に向け、新たなソリューションコンセプト
「 i 3-Mechatronics（アイキューブ メカトロニクス）」を提唱し、
デジタルデータソリューションの提供を進めています。このたび、
世界トップクラスのサーボドライブとロボットの制御技術を結集し、
マシンコントローラから産業用ロボットの制御が可能なハード面
でのソリューションとなるロボットモジュールRM100の販売を
8月31日より開始いたします。
　好評をいただいているマシンコントローラMP3000シリーズ
のMP3300本体にボード形のロボットモジュールRM100を
装着して統合することで、多関節の産業用ロボットを組み込んだ
様々な産業機械（装置）全体を一括で制御できる新たなソリュー
ションを提供いたします。

● お問い合わせ先 : モーションコントロール事業部 応用技術部 プロダクトマネジメント課　TEL: 04-2962-5470　FAX : 04-2966-0746

　マシンコントローラを使用する様々な産業機械（装置）におい
て、多関節の産業用ロボットを、その一部として構成することが
できるようになり、お客様の生産設備に最適かつ高効率な自動化
ライン等を構築できます。

i 3-Mechatronicsの統合ソリューション

ロボットモジュール RM100を販売開始

● お問い合わせ先 : ロボット事業部 事業企画部 営業推進課　TEL: 093-645-7703　FAX : 093-645-7802

　近年、製造現場における溶接工程では、溶接時間の短縮や、
工程統合による工数削減、ライン長の短縮による省スペースなど
による高効率・低コスト・省エネルギーの高付加価値ラインの
構築が求められています。
　当社はそのようなご要望にお応えするため、動作速度の高速化、
可搬質量の強化、アーム形状の最適化といった特長を持つAR
シリーズに、7軸アーク溶接ロボットMOTOMAN-AR1440E
（可搬質量6kg、最大リーチ1440mm）をラインアップし、9月3日
より販売開始しました。本製品は7軸によりアームの回り込み
姿勢が可能になり、常時最適な姿勢を保てることから高品質な
溶接を実現します。また、設置レイアウトの自由度が高いことに
よる設備の省スペース化、ロボットの高密度配置による工程の
統合などが可能で、お客様の求める次世代の製造ライン構築への
ソリューションを提供します。
　また、新たな制御方式を採用した世界各地域で異なる電圧や
安全規格にも対応できる新型ロボットコントローラYRC1000
と合わせてご使用いただくことで、ロボットのパフォーマンスを
最大限に引き出すことが可能です。

セットアップ時間の短縮と
異常時対応の向上
・ 従来機種では2本必要だったロボットとコントローラ間の
接続ケーブルが１本のみとなりました。これにより設備
立ち上げ時間を短縮するとともに、配線の少ないすっきり
とした設備を実現します。

・ マニピュレータ内部の通信線の断線や各軸サーボモータ
のエンコーダ異常が発生した際には、プログラミングペン
ダント上に異常アラーム（該当ロボット軸の通信エラー）を
表示し、異常箇所を特定しやすくなりました。また、通信線の
断線時の仮復旧や異常箇所特定のための仮配線を行える
マルチポートが各部位に配置されており、仮復旧・仮配線
にかかる時間が短縮できるなど、メンテナンス性に優れて
います。

シンクロウェルディング機能や
EAGL工法も適用可能
溶接電源MOTOWELD-X350との組み合わせにより、シ
ンクロウェルディング機能やEAGL工法といった高品質な
溶接施工が可能です。

幅広い適用範囲
・ 7軸制御によるアームの回り込み姿勢により干渉回避が
容易で、最適な溶接トーチ姿勢を維持したままの溶接が
可能で溶接品質向上を実現します。

・ 周辺設備への干渉を低減するスリムアームを採用。コンパ
クトボディながら業界トップクラスの動作範囲を実現して
います。

・ 中空アーム採用により、トーチケーブルをアーム内に収納
可能です。

・ 可搬質量を強化（従来機種：3kg→新機種：6kg）しており、
各種センサなどが搭載可能で溶接品質向上に貢献します。

生産性の向上
・ 各軸の最高速度を当社従来機種比で最大18％アップしま
した。タクトタイムの短縮により、さらなる生産性向上を
実現します。

・ ロボット手首軸※を短くし、基本軸の移動量を最適化する
ことで、タクトタイム短縮を実現します。

・ 新たな軌跡制御の採用により、軌跡誤差を80%減少（当社
従来機種比）しました。テスト運転・プレイバック時も動作
速度変化によらず同じ軌跡で動作します。

スパッタ浸入対策に優れたアーム形状
溶接時に飛散するスパッタや粉じん等の堆積を少なくする丸み
を帯びた耐環境デザインを採用。また、手首軸は標準でIP67
を標準採用。スパッタ等の異物浸入対策を強化することで、
従来機種と比較して外乱に強い構造となっています。

当社ロボットのB軸～T軸中心点までの距離※

MOTOMAN-AR1440E

MOTOWELD-X350 YRC1000

ロボットモジュール RM100

主な用途 ・加工装置
・包装機
・その他 一般産業用機械

生産性向上
マシンコントローラで制御していた産業機械
（装置）と、ロボットコントローラで制御してい
たロボットの同期制御が可能となることで、
I/Oレベルで実施していた相互監視が不要と
なります。これにより、生産工程の統合や生産
速度の変更が容易となり、生産量の変動や多
品種に対応できるフレキシブルな装置構築
が可能となります。

制御性能向上
マシンコントローラMP3300とRM100間は高速なシステム
バスで接続されるため、MP3300の制御周期で同期ができ
ます。産業機械（装置）とロボットが高精度に連携した動作
となることでタクトタイムを短縮できます。

ユーザー開発ロボットの制御
機構パラメータの設定や、チューニングを行うコンフィグ
レーションツールRM-Configを新たに開発しました。これ
を活用することにより、当社製ロボットだけでなく、ユーザー
が開発したロボットも制御することが可能です（提供開始時点
では6軸垂直多関節ロボットのみをサポートします）。

保全性向上
産業機械（装置）とロボットを一括して制御することで、各種
機器のデータを一元管理することが可能となります。これに
より、システム全体の見える化を実現し、トラブルシュートや
予防保全、稼働状況の把握がより容易となり、保全性向上に
貢献します。

既存のシステム構成

装置とロボット
の融合

RM100使用時のシステム構成

主な用途 自動車・機械関連部品などのアーク溶接用途

装置＋ロボット装置 ロボット

ロボット
コントローラ

マシン
コントローラ

RM100

マシンコントローラ
MP3300
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主な用途 ・船舶のデッキクレーン
・ウィンチ
・空調・ファン
・ポンプ制御　など

　船舶では、ディーゼル発電機または油圧でポンプ、コンプレッサ、ウィンチ、
クレーンなどの様々な機器を駆動しています。近年はエネルギーの有効
利用に対する意識の世界的な高まりから、省エネを目的としたインバータ
化が加速しており、船舶においてもインバータのさらなる活用が注目
されています。その反面、インバータの原理に起因する高調波電流に
よってディーゼル発電機に悪影響を及ぼし、その対策として周辺機器を
追加するなどコストアップや設置スペースの増加が課題となっています。
　このような背景から、当社はこのたび、ご好評いただいているマトリクス
コンバータU1000 EMCフィルタ内蔵タイプ（3相400V級 15～185kW 
全18機種）を各種船級規格に適合させ、5月31日より販売開始しました。

設備の船級規格への適合をより簡単に

マトリクスコンバータU1000 船級規格対応品を発売

発電機容量の小型化を実現
汎用インバータでは高調波電流によって発電機の過熱、振動
が発生するため、高調波対策をするか、必要電源容量よりも
十分大きな発電機容量が必要ですが、U1000の場合は高調波

設備の船級規格取得が容易
下記の船級規格に適合しているため、設備の船級規格申請時
に必要な評価試験が短縮でき、申請期間が短縮できます。

NK（日本海事協会、日本）
ABS（アメリカ船級協会、アメリカ）、
DNV GL（DNV GL船級協会、ノルウェー／ドイツ）、
LR（ロイド船級協会、イギリス）
ＢＶ（フランス船級協会、フランス）
KR（韓国船級協会、韓国）

入力電源が商用電源とほぼ同様な正弦波となり、電流ひずみ
5％以下※を実現します。高調波対策のための電源回生コン
バータや高調波フィルタなどの周辺機器が不要になり、制御
盤の小型化を実現します。

高調波抑制（K5=0）により
制御盤の小型化を実現

● お問い合わせ先 : インバータ事業部 グローバル販売促進グループ　TEL: 0930-25-2548　FAX : 0930-25-3431

マトリクスコンバータU1000
EMCフィルタ内蔵タイプ

Before 従来汎用インバータの場合 After U1000の場合

After 船級取得済み製品の場合

U1000：10kWに対し

発電機容量：20kW

発電機容量を
小型化

高調波対策が
必要なため

発電機容量が
大きくなる

インバータ：10kWに対し

発電機容量：40kW

A試験 B試験 C試験 D試験 E試験 A試験 B試験 C試験 D試験 E試験 申請完了

試験時間を短縮
制御盤・機械での船級申請がよりスムーズに

試験内容が多く

船級取得までに時間がかかる

Before 船級未取得製品の場合

電流が小さいため、モータ駆動に必要な発電機の電源容量を
抑えることができます。既設の発電機の場合はその容量を有効
に使うことができます。

［コンバータや周辺機器が不要になることで、設置面積約50％小型化
（400V 45kWの場合）］
※最大出力電圧は出力電圧制限モードの設定で変わります。詳細はご照会ください。




