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特集

「アイキューブ メカトロニクス」で、
YASKAWAと次世代へ。

より知能的に（ i n te l l igent）
より統合的に（ integrated）
より革新的に（ innovat ive）

データ活用による
メカトロニクスの進化

ただ単に機械を納入する「解決」。パッケージ化された垂直統合的な「解決」。
YASKAWAが提供するものは、決してそれだけではありません。
私たちの真の価値は、メカトロニクスナレッジを結集した「立体的なデジタルデータソリューション」。
3つの「 i」で、お客さまのニーズに合わせ、生産現場と企業の課題を解決、ビジネスをさらに進化させます。
安川電機は、長期経営計画「2025年ビジョン」に掲げている「新たな産業自動化革命の実現」に向け、
これまでのソリューションに「デジタルデータのマネジメント」を加え、
さらに進化・実行する新たなコンセプト「i³-Mechatronics」を始動いたしました。
今回の特集では、昨年開催された「システムコントロールフェア2017」「2017国際ロボット展」で出展した
デモ機を例に、「i³-Mechatronics」の展開事例をご紹介いたします。

人とメカトロニクスが共生する、より豊かな未来に向かい

止まることなく前進し続けるお客さまと、共創する価値を目指して。

「アイキューブ メカトロニクス」で、
YASKAWAと次世代へ。

※BTO：build to order（発注生産方式）

Edgeコンピュータ
（YASKAWA  Cockpit）

マシンコントローラ
MP3300

Ethernet

スカラロボット
（組立て工程）

ガントリ
システム

グリッパ MOTOMAN-GP8
（検査工程）

MotoMINI
（出荷工程）

ロボット
コントローラ
YRC1000micro

標準サーボパック標準サーボパック

ロボット周辺サーボ軸

コントローラ内蔵
サーボパック

ロボットモジュール
RM100

特長 1

特長 2

特長 3

スマートフォン組み立て・検査装置
データ視える化、BTO生産を実現するフレキシブルな生産ライン出展デモ機

AI・IoTのエッジソフトウェア「YASKAWA 

Cockpit」と「ロボットモジュールによるロ
ボットと装置の融合」を、スマートフォン製造
ラインの組立・検査装置に適用したデモ機で
す。データの視える化、BTO生産を実現する
フレキシブルな生産ラインを実現できます。

● 上記デモ機に関するお問い合せ先 : モーションコントロール事業部 事業推進部 営業推進課 TEL: 04-2962-5470　FAX : 04-2966-0746● 「 i 3-Mechatronics」に関するお問い合せ先 : マーケティング本部 事業企画部 TEL: 03-5402-4545　FAX : 03-5402-4554

ロボット3台を含むすべての電機品は、マシンコントローラ
MP3300で統括。個々の電機品情報（温度、消費電力、
寿命など）は、Edgeコンピュータ内のYASKAWA Cockpit
で収集・分析します。

MOTOMAN-GP8は、マシンコントローラMP3300＋
ロボットモジュールRM100＋標準サーボパックにて制御。
周辺サーボ軸との親和性が高く、検査エリアではガントリ
システムとの同期運転を実現します。

特長 2

MECHATROLINKでロボットと周辺軸を融合し
  「タクトタイムを短縮」

ロボットと周辺機器の融合

BTO生産に対応するためには、フレキシブルな生産ラインが
必要。出荷エリアでは、MOTOMAN-GP8とMotoMINI
がグリッパにて完成品の受渡しを行い、ジグレスを実現し
ます。

特長 3

ジグレスで段取替不要なBTO生産、
タクトタイムの短縮を実現

段取替不要なBTO生産

特長 1

YASKAWA Cockpitのデータ収集・
分析による「データ視える化」

YASKAWA Cockpit

「2017国際ロボット展」
出展情報特設サイト
http://www.e-mechatronics.com/vsr/irex-scf2017/irex2017.html

「システムコントロールフェア2017」
出展情報特設サイト
http://www.e-mechatronics.com/vsr/irex-scf2017/scf2017.html

「システムコントロールフェア2017」「2017国際ロボット展」に出展した当社デモ機の動画は
製品・技術情報サイト「e-メカサイト」にてご覧いただけます。

システム構成図

※Ethernetは富士ゼロックス株式会社の商標です。
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● 上記デモ機に関するお問い合せ先 : 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

生産現場にある設備や装置のリアルタイムデータを収集し、ライ
ン全体の生産状況を確認したり、オーダーの実行状況や工程別
の進捗状況、工程内の作業別進捗状況まで細かく確認すること
ができます。また、蓄積されたデータを活用して部品の故障予知
などの分析が可能です。

ミニカー組立ライン （i3-Mechatronicsコンセプトデモ機） 

オーダーを受けてから製品の生産を行う「BTO生産方式」のデモ
ラインで、前工程として配膳・組み立て、後工程として検査・梱包お
よび出荷工程で構成されています。特に検査・梱包装置について
は装置とロボットの制御を統合し、高精度な連携を実現していま

出展デモ機

す。これによりフレキシブルな生産が可能となり、多品種変量生産
へも対応が可能です。また、ライン稼働状況や装置の状態、オー
ダーの実行状況を「YASKAWA Cockpit」で一元管理し、リアル
タイムに把握することができます。

関連ソリューション

装置の稼働状況をリアルタイムに把握し
生産ラインの視える化を実現

YASKAWA Cockpit

複数ロボットのスケジューリングを自動で行うプランニング機能
で、ロボットの作業割り当てや動作パスを自動生成。教示に時間
をかけずに、多品種・変量生産に応じた段取り替えを簡単に行え
ます。

ディープラーニングにより手先のカメラ画像で対象の認識、把持
動作の生成、多様なつかみ方を自ら学習。ピッキング作業を教示
なしで実現します。グリッパの設計や交換は不要で多品種を把持
できます。

ねじ締めドライバの制御部をロボットコントローラに融合した自
動ねじ締め装置です。ロボットコントローラによる状態・トルク監
視で品質向上を実現。また、操作系統の一元化により立上げ工数
を大幅に削減します。

関連ソリューション

ロボット教示のノウハウを結集、自動化する
新たなデジタルデータソリューション

YASKAWA Planning

関連ソリューション

AI（ディープラーニング）による学習で
単一グリッパでの多品種把持を実現

（株式会社クロスコンパス様との共同開発）

AIピッキング

関連ソリューション

把持動作の生成

対象の認識

ねじ締め作業の一括制御による生産性・品質向上
（日東精工株式会社様との共同開発）

周辺機器の一括制御

1台→2台作業変更も
カンタンに対応

ロボットコントローラによる
状態・トルクの監視

プログラミングペンダントで
ねじ締め作業の設定が可能

プランニング画面

作業別進捗状況確認 遠隔地の生産状況監視

ライン全体の生産状況確認 オーダー実行状況確認

プランニング

多様な掴み方

入力 出力

装置とロボットの融合とデータ一元　管理による品種変量生産対応

商品ピッキング ボディ組み立て

MOTOMAN-GP8

ボディ印字

Σ-7

プログラミング
ペンダント

APP

ティーチングペンダント
TP100

MOTOMAN-GP7 MotoMINI

検査 梱包 箱印字 集積 出荷

マシンコントローラ
MP3300 マシンコントローラ

MP3300

データ監視・分析作業指示

MES
Big DB

ロボットコントローラ
YRC1000micro

ロボットモジュール
RM100

ロボットコントローラ
YRC1000

ABC
ABC

ABC
ABC

制御 データ

YASKAWA
Cockpit

システム構成図

CIM /デジタルデータソリューション

i3-Controller

Robot / Motion
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インバータでファン目詰まり検知
フィルタの目詰まりをインバータが検知し故障を回避

モータを通してファンの稼働状況をインバータがリアル
タイムにモニタリング。外部センサを使うことなく、イン
バータ内部でしきい値などの条件を設定することで目詰
まりを検知します。メンテナンスコストの削減が可能にな
ります。

出展デモ機

インバータの自動調整で荷振れを抑制
荷物の荷振れをインバータがセンサレスで抑制出展デモ機

インバータでコンベヤの故障予知
機械の異常をインバータがお知らせ出展デモ機

● インバータデモ機に関するお問い合せ先 : インバータ事業部 営業推進部 販売促進課 TEL: 0930-25-2548　FAX : 0930-25-3431※本特集で紹介している「故障予知」「振動抑制」「荷振れ抑制」は、実際の適用にあたり評価試験が必要となります。

インバータはモータを通してコンベヤの振動をモニタリ
ングしています。外部センサを使うことなく、インバータ
内部でしきい値などの条件を設定することで、チェーン
への異物混入やベルトの傷、ベアリング劣化などの故障
予知を実現します。
 

荷物が振れないようにインバータが加減速時間を自動調
整することで、荷振れを抑制することが可能です。外部セ
ンサなどを必要としないため、コスト削減と機械の付加
価値を向上します。

インバータで機械の振動を抑制
機械の振動をインバータで検出、抑制出展デモ機

インバータのトルクモニタで機械（コンプレッサ）の周期的
な振動を検知。機械が発生する振動に対してインバータ
が逆位相のトルクを与え、振動を打ち消します。振動抑制
のための補強部品の削減に繋がります。

インバータがセンサ代わりになり、
振動ピックなどの高価なセンサは不要 ！

インバータがセンサ代わりになり、
風量センサなどの高価なセンサは不要 ！

機械の振動を抑制できる安川インバータなら、
機械にかかる余計なコストをカットできます！

安川インバータなら、センサなしで
荷振れを抑制しながら搬送することができます！

モータ

H

安川インバータ

C

HC

目詰まり

フィルタ冷却
コイル

加熱
コイル

加湿器ファン

安川インバータ
機械・設備モータ

慣性力（荷振れ）を抑制

異常振動

ベアリング劣化

ベルト傷

逆位相の振動抑制補償トルクで振動を打ち消します！

インバータが加減速時間を自動で調整

振動脈動
（イメージ）

荷を模したおもり

クレーンの横行を模擬


