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News

MECHATROLINK News は、協会から会員の方へMECHATROLINKに関
する最新情報をお伝えします。
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2007年5月28日（月）、東京の九段会館にて、MECHATROLINK協
会は、第2回総会・講演会および懇親会を開催しました。
総会では、事務局より、2006年度の活動報告と2007年度の計画
の説明、会計報告がなされ、問題なく了承されました。
講演会では、ソニーマニュファクチュアリングシステムズ株式会
社殿によるユーザー企業講演、ヤルデア研究所殿による特別講
演がありました。
ユーザー企業講演では、MECHATROLINKのお陰で、装置の改
善ができたことや、MMAメンバー殿の強力なサポートがあったこと
に感謝の意が述べられました。
また、MECHATROLINK-Ⅲに対しての要望がだされましたので、
協会として、極力期待に応えたいと思います。
特別講演では、ヤルデア研究所の伊東所長より『自分を変え
る！部下を変える！職場を変える！』というテーマで、講演をいた
だきました。人は、マイナスイメージを嫌うので、同じことを言うに
も、プラスイメージの言葉で言うほうが受け入れやすいし、実行し
やすいということで、「禁煙」も「卒煙」と言った方が良く、伊東所長
もこれで卒煙されたという話がありました。
メンバー殿製品展示と製品紹介は、急遽製品展示台を増設する
等盛況で、製品紹介も、飛び入り参加もあって、懇親会のスタート
が遅れる程でした。
懇親会は、例年に比べ、予想以上に、かなり多くのメンバー企業
殿に参加いただきました。また、スピーチの時間が少なくなってし
まったにもかかわらず、全参加社殿よりありがたいスピーチをいた
だきました。
MECHATROLINK協会は、今後とも、総会を単なる報告の場だけ
ではなく、メンバー殿の交流の場であるという認識のもと、よりよい
総会を開催していきます。

海外展示会への出展報告
海外展示会への出展報告
2007年4月に、MECHATROLINK協会は、以下の２つの海外展示
会に出展しました。
１）第１０回中国国際工作機械展示会(CIMT2007)
2007年4月9日～15日、北京中国国際展覧中心で開催されまし
た。総来場者は、23万人以上で、MECHATROLINK協会ブース、セ
ミナーともに盛況でした。中国の工作機のCNC化が急速に伸長し
ていると感じさせた展示会でした。
２）Hannover Fair 2007
2007年4月16日～20日、ドイツのハノーバで開催されました。会
場全体の来場者は23万人、68ヵ国から6400の出展がありました。
MECHATROLINKセミナーでは、活発な討議がありました。これか
らヨーロッパ地区での展開が期待されます。
MECHATROLINK協会のホームページのイベントコーナーに詳細
な報告が掲載されておりますので、ご参照願います。

CIMT2007

Hannover Fair 2007
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2006年度、ASIC総出荷ノードは４０万ノードを突破！
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モーションのワンポイント！
モーションのワンポイント！

認証試験変更のお知らせ
認証試験変更のお知らせ
2007年10月よりMECHATROLINK協会は、新認証試験を導
入します。変更になるのは、マスターの製品カテゴリの追加
です。MECHATROLINK対応製品のマスターがサポートして
いるスレーブを明確にし、そのサポートしているスレーブに
応じて、マスターのカテゴリーを設定します。
したがって、マスターは、そのカテゴリーに対応する認証試
験を受けることになります。
導入の目的は、異なるメーカ殿のマスタとスレーブが接続で
きる情報を開示し、ユーザーが購入前に、接続性について
の情報を入手する事にあります。
詳細は、MECHATROLINK協会のホームページの会員ペー
ジのNEWS 2007に掲載されていますので、ご参照願います。

モーションの位置決めには、ポイント to ポイントの位置決めと
補間位置決めがありますが、この違いについて、説明したい
と思います。
ポイント to ポイント位置決めは、例えば、２軸の動作軸が、
上位のコントローラから別々にこの速度でこれだけ動けと指
示されて、各軸が相手の途中の動作を気にすることなく動くこ
とです。
補間位置決めは、２軸が単位時間にどれだけの速度でどれ
だけの距離動くかを上位のコントローラが細かく指示して、２
軸が例えばＸ－Ｙテーブルであれば、その動作軌跡が直線や
指定の関数曲線となるように目標点に動くことです。
MECHATROLINKでは、このいずれの機能もサポートしており、
簡単に切り替える事ができます。

MECHATROLINK新製品紹介
新製品紹介
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MECHATROLINK新製品紹介
協会会員殿MECHATROLINK対応新製品を紹介します。
㈱ハーモニックドライブシステムズ： ACサーボドライバ
ＤＣ２４Ｖ電源、小型コンパクト設計
パソコンで簡単な機能設定
形式：HA－680ML

特長：
・ 小 型 ア ク チ ュ エ ー タ
駆 動 用 HA-680 シ リ ー ズ が
MECHATROLINK-Ⅱに対応
・定格電流 4A/6A
・質量260gと超軽量設計
・パラメータ設定は、専用通信ソフト
“PSF-520”で、容易に設定。

お問い合わせ先：
㈱ハーモニックドライブシステムズ
〒140-0013 東京都品川区南大井6-25-3 ﾋﾞﾘｰｳﾞ大森7F
Tel:03-5471-7830 Fax:03-5471-7836
e-mail : marketing@hds.co.jp
URL: http://www.hds.co.jp
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MECHATROLINKセミナー案内
以下の要領で、2007年度MECHATROLINKセミナーを計画し
ています。多くの方にご参加いただきますようお願いします。
【プログラム】
MECHATROLINK-Ⅱ紹介ｾﾐﾅｰ
MECHATROLINK-Ⅱ開発担当者向けｾﾐﾅｰ
【開催日と会場】
開催地区 開催日
東京
2007年7月20日（金）
名古屋
2007年8月24日（金）

使えるサーボ

最新Σシリーズデビュー

驚きのマシン性能が、あっ！という間に手に入る。
形式：SGDV-□□□□（ﾄﾞﾗｲﾌﾞ)/SGM□-□□□□(ﾓｰﾀ)
特長：
・ダントツ性能： 制定時間 0～4ms
速度周波数応答 1.6kHz
・かんたん立ち上げ
容易なセットアップと
レベルに応じたラクラク調整
・優れた拡張性
ｱﾅﾛｸﾞ/ﾊﾟﾙｽ/MECHATROLINK-Ⅱ
通信を標準装備
お問い合わせ先：
株式会社安川電機
地区により、問合せ先が異なりますので、
MECHATROLINK協会のHP(http://www.mechatrolink.org/)
のMECHATROLINKﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ製品カタログの14ﾍﾟｰｼﾞを参照
願います。
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会場
東京国際フォーラム Gﾌﾞﾛｯｸ 5F G504
名駅SNK貸会議室

詳細は、 MECHATROLINK協会のホームページを参照願い
ます。

新規MECHATROLINK
MECHATROLINK協会会員
協会会員
新規
新規MECHATROLINK協会会員
・ESROBOTEK A.S. ・末松九機（株）・㈱アイエイアイ
・Plan 9, Inc. ・（株）電産

今後のスケジュール
今後のスケジュール

㈱安川電機殿 ： ACサーボドライブ Σ－Ⅴシリーズ
さすが凄腕！

10:15～11:45
13:15～16:45

7月
8月
10月
11月
12月

MECHATROLINKセミナー（東京地区） : 7/20
MECHATROLINKセミナー（名古屋地区） : 8/24
Motion Control Show 2007 （韓国） : 10/10～10/12
SCF 2007 （ビッグサイト） : 11/13～11/16
SEMICON Japan 2007（幕張メッセ） : 12/5～12/7

お問い合わせ先
MECHATROLINK協会へのご入会、その他のお問い合わせは
下記MECHATROLINK協会へお願いします。
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