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日本初の全電気式産業用ロボット出荷から44年

MOTOMANの累積出荷台数が50万台を達成

　安川電機は、1977年に日本で初めてとなる全電気式の産業用
ロボット「MOTOMAN- L10」を出荷して以来、国内外のお客様
に広くご愛顧いただいてきました。そしてこのたび、2021年
2月に産業用ロボットの累積出荷台数が50万台を達成しました。

当社の産業用ロボットの歩み
　当社は1915年の創業からモータを回し続けて100余年、
「モータとその応用」を基本に技術を磨き上げてきました。
　当社はロボットの基本となるマニピュレータ（アーム）やコント
ローラの設計技術だけではなく、業界トップクラスの自社製サーボ
モータ、高速・高精度なモーション制御技術や様々なアプリ
ケーションに対応する応用技術などの強みを生かし、これまでに
革新的で世界初の技術を搭載した製品を数多く製品化してきま
した。1994年にはロボットコントローラ YASNAC MRCが業界
で初めて複数台のロボット同士の完全独立協調動作を実現しま
した。そして2003年にそれまでの溶接からハンドリングまで
多様な目的に使用できる汎用ロボットから、お客様のニーズを
徹底的に追求するなかで、ロボット業界において初めての取組み
となる使い方や機能をアプリケーション別に構造を最適化した
「用途最適化ロボット」への展開も進めてきました。そのほかに
も、一般的な動作に十分な6自由度のロボットに、もう1自由度を
追加して、人の腕と同じ自由度を実現した7軸ロボットや、この
7軸ロボットを応用し、人が両腕で行う作業を再現できる双腕
ロボットなど、その時代の先端をいく技術で新しいロボット市場
を切り開いてきました。

　近年は、生産年齢人口が減少し深刻化する労働力不足や感染症
拡大防止を背景に、自動車産業に加え、三品市場（食品、医薬品、
化粧品）や3C市場（コンピューター、家電製品、通信機器）向け
の一般産業分野での需要も高まっており、多様化（多品種・変量）
するものづくりのニーズに対応するため、人の隣で作業すること
ができる人協働ロボット「MOTOMAN-HC10DT」の販売を
2018年から開始し、産業用ロボットの活用の幅を広げてきました。

当社が目指す産業用ロボット
　今後のお客様のものづくりの現場では、その多様化の実現に
加え、生産効率や品質の向上、トレーサビリティーの確保など
ものづくりのスマート化へのニーズの拡大が見込まれます。そう
したなか、当社ではこれまでの自動化ソリューションに、データ
を活用する技術による「デジタルデータのマネージメント」を
加えた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、お客様のものづくりにおける
上記の経営課題の解決に取り組んできました。産業用ロボット
MOTOMANはそのソリューションの更なる進化に向けた中核的
な機器であり、搭載されているサーボモータや外部のセンサー
からのプロセスデータを活用した技術を適用することで、ロボット
の判断力や作業力を更に高めてまいります。当社は既存のもの
づくりの現場での更なる自動化・最適化へ貢献するとともに、
今後は従来ロボットでは適用が難しかった領域にも新しい自動化
ソリューションをご提供することで産業自動化革命の実現に挑戦
してまいります。
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  2008年 7軸アーク溶接ロボット
MOTOMAN-VA1400誕生

  2005年 7軸双腕（新世代ロボット）
MOTOMAN-DA, DIAシリーズ誕生

  2003年 用途最適化ロボット
MOTOMAN-EA1400N誕生

  2018年 人協働ロボット
MOTOMAN-HC10DT誕生

  2016年 多用途適応型ロボット
MOTOMAN-GP8誕生

  2013年 バイオメディカル向け
MOTOMAN誕生（CSDA10F）
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　MECHATROLINK協会は、安川電機が開発・製品化した
MECHATROLINKを世界に普及させるために2003年に発足し
2005年に設立された、製品開発メンバーおよびユーザーで構成
される組織です。
　MECHATROLINK協会では以下の要領で総会を開催します。
今年度は、感染拡大予防のためオンラインでの実施となります。
会員企業であれば、どなたでも参加が可能です。

MECHATROLINK協会 総会

・MECHATROLINK協会 幹事長挨拶

・MECHATROLINK協会 活動報告、活動計画

・MECHATROLINK新製品紹介

・株式会社 安川電機 「次世代ACサーボドライブ（Σ-Xシリーズ）のご紹介」

・神港テクノス株式会社 「MECHATROLINK-III/4対応 一体形リモートI/O RGシリーズ」

・三明電子産業株式会社 「4軸サーボゲートウェイ Si-LNKユニットのご紹介」

・株式会社 マイクロ・テクニカ 「スマートカメラ ”SimPrun-200” が切り開く新たな可能性」

基調講演

Team Cross FA　プロデュース統括　天野眞也様　

「デジタルとリアルの連動で実現する製造業DX」

大量消費大量生産の時代から、消費ニーズが多様化したことで変種変量生産の時代に。

更に人手不足や不確実性が高まる社会で、製造業は大きな変革が求められています。

急速に進む製造業DXの必要性やあるべき姿、導入ステップ、デジタルとリアルが連動する

実例などについて、ご説明させていただきます。

● お問い合わせ先 : モーションコントロール事業部 事業企画部 事業パートナー拡大推進課 TEL: 04-2962-6359　FAX : 04-2966-0746

モーションフィールドネットワークMECHATROLINKを世界に普及

MECHATROLINK協会 2021年度総会開催のご案内

※1 安川グループの環境ビジョン「YASKAWA ECO VISION」について
 https://www.yaskawa.co.jp/company/csr/env/activity

※2 二酸化炭素およびその他温室効果ガス（フロン等）を含む

※3 Contribution to Cool Earth 100

地球温暖化抑制に向けた安川グループの取組み

2050年カーボンニュートラル目標の設定
および再生可能エネルギーの導入推進について

九州初となる4.7GHz帯スタンドアローン構成の

ローカル5G無線局免許を取得

　当社はこのたび、グループの環境ビジョンである「YASKAWA 

ECO VISION※1」に新たに2050年カーボンニュートラル目標
を設定し、再生可能エネルギーの導入を進めました。
　当社グループは、「YASKAWA ECO VISION」において、生産
活動（グリーンプロセス）における環境負荷を従来以上に低減
するとともに、技術力をもって製品の環境性能を高め、製品
（グリーンプロダクツ）により世の中の環境負荷を低減すること
で更なる貢献を果たすことを掲げています。このたび、全人類に
おける社会課題である地球温暖化の抑制に向けて、2050年に
当社グループのグローバルの事業活動に伴うCO2※2排出量を
実質ゼロ（カーボンニュートラル）とするとともに、そのマイル
ストーンとして2 0 3 0年の同C O 2排出量を2 0 1 8年比で
36％削減する新たな目標「2050 CARBON NEUTRAL 

CHALLENGE」を設定しました。
　この目標の実現の一環として、当社では、これまで各種省エネ

● お問い合わせ先 : 広報・IR部　TEL: 093-588-3076　FAX : 093-645-8831

対策や太陽光発電の導入を進めてまいりましたが、このたび、
当社八幡西事業所・中間事業所・小倉事業所において、100%
再生可能エネルギー由来電力の導入を完了しました。その結果、
2021年2月時点で、日本国内の当社電力需要の約40%を再生
可能エネルギーで賄うことができました。この取組みは、今後
国内外の全拠点へ拡大してまいります。
　また、当社は従来からコア技術であるパワー変換技術を活用
した世界最高性能を誇るインバータなどの製品供給を通じ、世
の中のCO2排出削減に貢献するため、2025年に当社製品によ
るCO2削減貢献量を当社グループによるCO2排出量の100倍
以上とする目標「CCE100※3」を掲げて事業活動に取り組んで
おります（2019年度実績は約75倍）。このたびの新たな目標の
設定を機に、より一層の環境に配慮した事業活動を継続していく
ことにより、持続可能な社会の実現への貢献と企業価値の向上
を図ります。

　当社は、4.7GHz帯スタンドアローン構成のローカル5G商用
局計画書について、総務省九州総合通信局に申請しておりまし
たが、このたび九州で初めて免許を取得しました。
　昨今は人口減や高齢化に加えて地域産業の維持・活性化など
が社会課題として挙げられており、当社が本社を構える北九州市
においても同様の傾向が見られます。次世代の通信規格となる
ローカル5Gのように無線での接続を活用することで、当社が
研究開発・製造・販売している産業用ロボットでの遠隔操作や
制御による工場の新たな自動化に貢献したり、労働人口の減少に
対応したりするなど、これらの社会課題の解決に寄与できます。
　このたび基地局を設置していく安川テクノロジーセンタは、
2021年3月から稼働を開始し安川グループにおける開発拠点
のハブとなる施設です。この施設の中で5Gを活用して、産業用

ロボットの遠隔制御や新しい生産設備の検証、それに伴う技術・
製品開発を産学連携および企業連携で実証するなど、お客様の
スマート工場化実現のためのソリューションを開発していきます。

ローカル5Gを導入することで可能となること

①遠隔からスキルがあるエンジニアによる操作・調整を実施する
ことで産業用ロボットなどの自動化設備の導入が加速します。

②無線による機械やロボットの接続により、配置換え作業が容易
となるため生産品目変更にかかる費用が抑制できます。

③工場で生産性向上のためにデータを収集することが容易に
なります。

日時 2021年6月4日（金） 13：10～15：30

開催方法 Zoomウェビナーによるオンライン開催
開催日までにアクセス先のURLをメールでご案内します。

参加費 無料

申込方法 MECHATROLINK協会ウェブサイト
http://www.mechatrolink.org/jp

申込期日 2021年5月31日(月)まで
※事前登録制

主催 MECHATROLINK協会


