第

「アイキューブ メカトロニクス」
を支える要素技術

このコーナーでは、安川電機が提唱する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）」
を支える様々な要素技術を連載で解説していきます。
第 2 回は、お客様の生産現場や装置のデータ収集・見える化や

と連携して AIによる学習やビッグデータ解析に現場のデータを

の蓄積・解析を一括して行うことができます。

活用できる状態を作る。これが、YCPの役割です。

ソリューション提案がすでにスタートしています。

上位システムとの連携
標準通信規格であるOPC - UAに対応しており、上位にある
ERP（統合基幹業務システム）や MES ( 製造実行システム) 、
ビッグデータサーバとのデータ連携が可能です。

YASKAWA Cockpitの特徴
YCPには、以下のような4つの特徴があります。

YASKAWA Cockpitの役割
「 i 3 - Mechatronics 」の実現に向けて、お客様の“ innovative ”

「 i 3 -Mechatronics」
とは?

YASKAWA Cockpit

様々なお客様へ向け、
YCPを基軸としたデータの利活用による

データの蓄積・解析を一括して行う
「 YASKAWA Cockpit 」に
ついて紹介いたします。

2回

お客様の生産現場や装置のデータ収集・見える化、そしてデータ

YASKAWA Cockpit 使用事例

データの収集・見える化

安川電機の製品群（ロボット、サーボ、
インバータ等）
に限らず、

すでにコンテンツとして提供を開始している
「ロボット減速機

な状態を具現化するため、まず“ integrated ”を3 つのステップ

センサやPLCなど生産現場の様々なデバイスや装置をYCPに

故 障 予 知 機 能 」は、YCP 上に実 装された AI モデルによって、

で実行します。

つなげて、生産現場のデータをリアルタイムに収集・見える化

ロボット稼働時のトルクや位置情報などの実際の稼働データから

できます。収集したデータはYCP 、またはYCPと連携された

減速機の寿命を想定し、
故障が発生する時期を予知する機能です。

当社が長期経営計画「2025年ビジョン」で掲げている
「新たな

最初にものづくりの自動化のため
「生産現場のコンポーネント・

産業自動化革命の実現」
に向けた新たなソリューションコンセプト

プロセス統合」を行い（下図①）、次に自動化された生産現場の

上位サーバに蓄積され、効率的なデータ管理が可能です。

さらに、収集したロボットの稼働データを上位システムへ配信

です。
「 integreted（統合的：システム化）」
「 intelligent（ 知能

データ活用のため
「生産現場がデータでつながる」
状態を作ります

することで学習を継続させ、より実態に応じた高度な AI モデル

的：インテリジェント化）」
「 innovative（革新的：技術革新による

（下図②）。そして最後に必要に応じて生産現場のデータをさらに

データの解析

上位システムでの学習により作成された AI 等の分析モデル

へ進化させることもできます。この手法は、他のデバイスの故障

進化）」を持つソフトウェアとハードウェアを融合させたソリュー

上位のシステムへ配信するため「 FAとITとの連携」を行います

の実行を YCP で行うことができます。生産現場で収集した

予知はもちろんのこと、検査や品質管理、
トラブル発生時の復旧

データを使用しYCP で分析することで、
リアルタイム性の

条件判断などにも応用していくことができます。

ションを提供します。

（下図③）。
その中で YCP は、自動化された生産現場のデータを収集・

の稼働状態監視・診断、故障予知、機器の異常診断、品質不良

アドオン機能
YCP では生産現場で使用できる様々な機能をコンテンツと
してご提供いたします。YCP のコンテンツとは、例えば「稼働

を持続することでお客様の“innovative”な状態の実現を目指し

検出などをリアルタイムで実行します。

状態監視機能」
「 生産数モニタ機能」
「 故障予知機能」
「 品質

ます。

蓄積し、必要に応じてそのデータを上位システムへ配信する役割

YASKAWA Cockpitとは?

を担います。同時に、YCPに蓄積したデータを使って、生産現場

YASKAWA Cockpit（ 以下、YCP ）は、ソリューションコン
セプト「 i 3 - Mechatronics 」実現の中核となるソフトウェア
ツールです。工場の設備や装置をYCPに接続することにより、

このようにYCPで収集した生産現場のデータをAI やより高度

高い処理が可能となります。

現場でのできごとは現場で処理し、必要に応じて上位システム

なデータ分析に適用し、その結果を生産現場へフィードバック
することにより、お客様の生産現場の“intelligent”を、そしてこれ

検査機能」など、生産現場のデータを活用したソリューション
を指します。

③FAとITとの連携

し後付けできるアドオン機能をサポートしています。
ビッグデータ活用・分析

モデル化・学習

フィードバック
ノウハウ蓄積

Cloud/FOG
データ配信

フィードバック

モデル配信

管理PC

Master PLC

テンツの拡充を進め、お客さまの生産現場に最適なYCPを作り

ます。これによりお客様のノウハウや経験を生かしたコンテ

進化を実現します。

YCPを中核とした「 i 3 -Mechatronics」の実現により、メカト

ことで、お客さまの生産現場に最適な YCP にカスタマイズ

ロニクス製品にデータ活用を融合させ、お客様の持続的な生産

することができます。

性向上を実現するソリューションの提供を目指します。

intelligent & innovative

YASKAWA Cockpit

リアルタイムデータ収集
&リアルタイム実行

動きに変える

ERP/SCM
経営管理
資源管理

Analysis platform
Data Center/Cloud
分析データ

MES

製造実行管理

フィードバック

稼働データ

上位システムでの継続学習で
分析モデルは進化

学習

AI

モデル

結果

データでつながる

YASKAWA Cockpit

不良監視モデル

実行

ものづくりの
自動化

部品投入

モデル配信

②生産現場がデータでつながる

上げることにより、生産現場のデータ活用によるものづくりの

ンツをYCPに組み込むことができ、アドオン機能を利用する

Edge

デジタルデータ
マネジメント

当社では、今後も生産現場の様々なシーンで活躍できるコン

Y C P のコンテンツは当 社 で 準 備 するものもありますが 、
YCPを導入いただいたお客様ご自身で作成することもでき

Cloud/FOG

integrated

IoT・AI

今後の展開

YCPはお客さまが必要とするコンテンツを選択、または作成

出荷

Edge

連載

管理PC

予知保全モデル

稼働データ

Master PLC
分析
生産現場

復旧判断モデル

モニター
ロボットコントローラ
YRCシリーズ

YASKAWA Cockpit

分析モデルを
リアルタイムに実行

モーションコントローラ MPシリーズ

他社製品

①生産現場のコンポーネント・プロセス統合
● お問い合わせ先 : ロボット事業部 次世代制御プラットフォーム開発部
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