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革新的な工場の姿に注目
　今回の展示会の出展テーマでもあるi3-Mechatronics（アイ
キューブ メカトロニクス）は、当社が長期経営計画「2025年
ビジョン」で掲げている「新たな産業自動化革命の実現」に向けた
ソリューションコンセプトです。ご来場いただいた方には、FAと
ITを融合させたソリューションについて理解を深めていただく
ことに重点を置きました。
　当社が得意とするメカトロニクス製品はもちろん、製品にデジ
タルデータソリューションという新しい価値を付与したコンセ
プトを分かやすく展示するために、いくつかの新しい試みを行い
ました。まず、i 3-Mechatronicsによる改善の三つのステップ
を展示内容で示すことです。
　i 3-Mechatronicsの3つの「 i」は、integrated（統合的）、
intelligent（知能的）、innovative（革新的）を表しています。
これらを具体的にイメージしていただくため、当社ブースでご紹介
したデモ機が三つのステップのどれに該当するのか、モニタ画面
で動画なども使ってご紹介しました。例えば、i 3-Mechatronics
の中核を担うYASKAWA Cockpit（以下、YCP）は、エッジ層
に適用することで生産機器のデータを収集、蓄積することが
できます。つまり、生産機器を統合し、データを一元管理する
「integrated」を実現させるツールです。検査工程にロボットを
適用する高速外観検査のデモ機では、検査結果をYCPに蓄積・
解析することで前工程の課題の発見にもつながるため、工場が
知能化し「intelligent」のステップまで達成しています。また、
デジタルツインのデモ機では、技術革新を起こす最後のステップ
「innovative」を実現。i 3-Mechatronicsのコンセプトだけで
なく、実際に当社の製品とデジタルデータを組み合わせたデモン

i3-Mechatronics
i3-Mechatronicsのご紹介
アイキューブ メカトロニクスで、YASKAWAと次世代へ。

i 3-Mechatronicsが
実現された工場

　スマート工場・スマート物流を実現するための IoT
ソリューション、AI、FA／ロボットなどの最新技術・
ソリューションが一堂に会する展示会「第3回スマート
工場EXPO」が2019年1月16日（水）～18日（金）の
3日間、東京ビッグサイトで開催されました。
　当社として同展示会に出展するのは初で、「スマート
ファクトリを実現する i3-Mechatronics」をテーマに
掲げ、ソフトウェアツール「YASKAWA Cockpit」
による立体的デジタルデータソリューションの具体化
や、i3-Mechatronicsを実証する自社工場について
ご紹介しました。今回の特集では、展示内容やブース
の様子をレポートします。

安川電機の製品・技術サイト
「e-メカサイト」にて
展示品の動画をご覧いただけます。
http://www.e-mechatronics.com/vsr/sfe2019/

　展示会2日目には、ロボット事業部長の小川昌寛が、展
示会主催者が開催する特別講演に登壇いたしました。産
業用ロボットをはじめ、サーボ、インバータなどのメカト
ロニクス製品で生産現場の自動化を推進してきた当社の
歴史をご紹介するとともに、ロボットソリューションの現
状と進化を事例も交えてご説明しました。
　ロボットの活用領域が広がるにつれ、「人とロボットの
協業」「プロセスのフレキシビリティ向上」をキーワードと
して発展するロボットの進化を解説。さらには、IoT、AI
活用による”ものづくりの変革”が求められる昨今におい
ては、AIを活用したプランニングや検査、故障予知など
ロボットの「自立能力」が問われている背景と、当社の取り
組みをご紹介しました。

ロボティクスの進化とi 3-Mechatronicsの実行
による産業自動化革命の実現

ストレーションをご覧いただき、当社が提案する革新的な工場を
作り上げていくサイクルをご紹介しました。
　ブースでは、安川グループおよびMECHATROLINK協会に
よるプレゼンテーションやミニセミナーも開催。安川電機の歴史
や得意分野、当社が目指す姿などを少しでもご理解いただきたい
と、分かりやすくご説明するよう努めました。中でも、多くの方に
関心を寄せていただいたのが、i 3-Mechatronicsのコンセプト
と、それを実証する工場として2018年12月に本格稼働を始めた
最新の次世代生産工場「安川ソリューションファクトリ」（埼玉県
入間市）です。この工場では、変種変量生産や、ラインの突発的
な停止を防ぐ取り組みを実施し成果を上げています。これらは
製造現場に共通する課題であり、現場のご担当者様だけでなく
ビジネスを変革させたい経営層の方々にも注目していただき、
セミナーやプレゼンテーションではブースに収まりきれないほど
の聴講者であふれ、関心の高さを実感しました。

安川グループの技術が結集
　i3-Mechatronicsを皆様にご提供するにあたっては、当社のみ
ならず安川グループとしての技術力を最大限に生かしています。
今回の展示会では、安川情報システム（3月1日からワイ・イー・
デジタルに社名変更）と共同出展し、製造業・産業用ロボット向け
のA Iソリューションを手がける当社子会社エイアイキューブ
（AI3）も協賛出展しました。
　生産スケジューラやボールねじの故障予知など、スマートファク
トリを実現するための各社のソリューションを訴求。来場された

皆様の課題の解決に、安川グループの総合力でお応えする提案
を行いました。今後も、お客様と相互にコミュニケーションをとる
ことができる展示会の場も活用しながら、皆様のビジネスに変革
をもたらす当社のソリューションをご紹介してまいります。

特別講演

執行役員 ロボット事業部長　小川 昌寛

当社役員による特別講演

デジタルツインによるデジタルソリューション

大盛況の当社ブース
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　溶接ロボットのデータを自動で収集・分析。デジタル空間で完全再現
し、改善の最適解を導く「アーク溶接デジタルツイン」を参考出展しま
した。当社のロボット工場（北九州市）と展示会の会場である東京ビッグ
サイトをインターネットでつないで行うデモンストレーションをご覧
いただきました。概要をご紹介します。

デジタル空間の活用で教示時間を大幅削減
デジタル空間上にロボットやワークを再現し、YASKAWA Planning
やMotoSim EG-VRCによるシミュレーション結果から最適動作を自動
生成。作成した最適なジョブを実空間で再現できるため、教示時間を
大幅に短縮できます。

YCPで各種診断結果をデータ化し収集
YCPを活用することで、溶接工程の様々な診断・検査データをリアル
タイムに収集、解析できます。これまで熟練技術者の感覚や目視に頼っ
ていた作業をデジタル化し、視える化します。

多角的に評価、実機使わず検証
収集したデータを元に、YCPが分析、総合判定を実施します。各種診断
結果を多角的に評価し、結果を一元管理することが可能です。YCPに
よる総合判定結果をデジタル空間上のロボットに反映し、シミュレー
ションに活用。実機を動かさずに繰り返し検証ができるため、動作改善
や故障予測の工数を削減できます。

integrated
YASKAWA Cockpit
デモ機のデータをリアルタイム収集、視える化 innovative

デジタルツインによるデジタルソリューション
溶接事象をデータ化し、収集・分析を自動化　デジタル空間で完全再現し、改善の最適解を導く

Pre-Process In-Process Post-Process
溶接前工程 溶接中工程 溶接後工程

シミュレーションとデータ収集・分析による改善のサイクル

Physical空間（生産現場）Digital空間（シミュレーション）

YASKAWA Planning MotoSim EG-VRC

YASKAWA Cockpit

YASKAWA Cockpit

アーク溶接ロボット

シミュレーションで
最適な動作を自動生成 プログラム自動生成

データ分析・総合判定

シミュレーションで導いた最適なパス
ティーチングレスの動作プログラム

分析・総合判定結果
溶接波形診断結果
溶接音診結果

ビード形状検査結果

・シミュレーションジョブ作成 ・溶接波形診断
・溶接音診断

・データ解析&総合判定・ビード形状検査

JOB

体験型の展示に反響
　「YASKAWA Cockpit」（以下、YCP）を使ったデータ収集に
ついては、ブース内のデモ機全体の稼働データをリアルタイム
で収集・視える化する実演を行いました。
　ブース内を工場に見立て、インバータを使ったフィルタ目詰
まりの検知、変種変量生産を実現したスマートフォン組立セル、
ロボットを使った高速外観検査などのデモ機のデータを、実際に
YCPで収集しました。YCPの画面はブースの外側に展示し、
ご来場された方に画面を操作していただく体験型のデモンスト
レーションを実施しました。YCPの画面では、計画や実績、機構別
の生産状況、また検査の判定結果などを実画面でご覧いただき
ました。生産現場の設備や装置を接続し、必要なデータを収集・
蓄積、一元管理するツールを、自分で操作し体感いただく展示
は、多くの反響がありました。

モノづくりのための
人協働ソリューション

デジタルツインによる
デジタルソリューション

AI活用で
重大トラブルを未然に防止

最先端の
スマート工場

○ i 3-Mechatronicsのご紹介 （安川電機）

①人協働ロボット MOTOMAN-HC10DT （安川電機）
②Y’s-SF 製造作業ナビ （安川情報システム）

⑥ボールねじの故障予知とAIプラットフォーム「FiCA」 （エイアイキューブ）
⑦フィルタ目詰まりの検知 （安川電機）

データ活用による
止まらないセル生産

○変種変量生産を実現したスマートフォン組立セル （安川電機）

①

⑥
⑭ ⑬

⑫
⑪ ⑩ ⑨ ⑧

⑦

④
③

⑤

②

※次のページをご参照ください。

スマートファクトリ化を
推進するITソリューション

⑧ IoTプラットフォーム Y’s-Cloud （安川情報システム）
⑨Y’s-SF 生産スケジューラ （安川情報システム）
⑩Y’s-SF 可視化 （安川情報システム）
⑪Y’s-SF BIツール連携 （安川情報システム）
⑫工場向け不正通信検知サービス Y’s-Security （安川情報システム）
⑬カメラ画像閲覧サービス Y’s-SmartMonitor （安川情報システム）
⑭CFC analysis platform （日本アイ・ビー・エム）

検査工程の効率化を支える
AIソリューション

③高速外観検査 （安川電機）
④AI×ロボットによる外観検査システム （エイアイキューブ）
⑤AI画像判定サービス Y’s-Eye （安川情報システム）

解決のヒントが
見つかるセミナーを開催

○ i 3-Mechatronicsと安川ソリューションファクトリにおける取り組み
　（安川電機）

○見える・止まらない・つながる工場の作り方
　～ MESを中心に、工場設備の IoT化とAI分析を活用し、
　　　スマートファクトリを実現 ～ （安川情報システム）

○製造業に最先端のAI技術を
　～AIの取り組み説明と事例紹介～ （エイアイキューブ）

○モーションネットワーク"MECHATROLINK“によるIoTソリューションの提案
　（メカトロリンク協会）

○ IBMが考える　デジタル時代の次世代アーキテクチャー （日本アイ・ビー・エム）

○ i 3-Mechatronicsと安川ソリューションファクトリにおける取り組み （安川電機）

○AIを活用した検査工程の自動化 （安川情報システム）

○工場 IoT化時代のサイバーセキュリティ対策 （安川情報システム）

「第3回スマート工場EXPO」出展報告


