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特集1

食づくりの未来を育む
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● お問い合わせ先 : 営業本部 東京支社 東部第2営業部 食品営業課　TEL : 03-5402-4579　FAX : 03-5402-4581
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所　在　地
事業内容
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：

：
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：

株式会社 FAMS （ファムス）
Food & Agri Mechatro Solution Inc. 
新潟県見附市新幸町2番4号 
野菜生産システム用装置の生産・販売など 
株式会社 安川電機（100%）
https://fams.jp/

人作業から自動化することにより、年間を通じて大量の野菜を生産することができます。

FAMSと共に、「農」の工業化、「食」の自動化を推進

安川電機のコア技術が結集した
野菜自動生産システム

1 2

3 4

5

播種 コマ投入

育苗 間引き、移植

生育 6 収穫

　安川電機は2018年8月、野菜自動生産システム用装置の生産・販売を
主力事業とする新会社 株式会社FAMS（以下、FAMS）を100%出資で
設立しました。
　FAMSでは今回ご紹介した野菜自動生産システムのほか、ロボットが
包装機に合わせて整列・盛り付けを行うスマートロボット包装や、対象物を
優しく箱詰めするロボットケーサー、カップの整列・梱包などを行うカップ
ケーサーなど食品自動化装置も幅広く手がけています。
　Food&Agri業界のお客様へ、安川電機とFAMSの技術力を結集し、
業界初のソリューションを提供してまいります。

安川電機は、長期経営計画「2025年ビジョン」の実現に向け、
新たな領域におけるビジネスを創出し、事業の柱の一つと位置付け

「食」の生産自動化に注力しています。
自然環境による影響を受けない農産物の安定供給に対する需要の高まりや

食品加工の生産現場での人手不足などを背景として、
農産物生産における「農」の工業化から食品加工における「食」の自動化まで、

当社は食品市場におけるソリューション開発に取り組んでいます。
　そのような中、当社の製品で長年培ってきたモーションコントロール技術、

エネルギー変換技術、そしてロボット制御技術を活用して、
自動化技術のほか、環境制御& ICT技術といった要素を付加する
独自コンセプトに基づいた野菜自動生産システムを開発しました。

作業負荷の
軽減・軽労化 異物混入リスクの低減 人手による

品質のバラツキなし

ICT技術

モーション
コントロール技術
モーション

コントロール技術

ロボット制御技術ロボット制御技術

Food&Agriのお客様へメカトロニクスの力で創造した業界初のソリューションを提供します。

良品生産を実現する最適な養液制御 ばらつきの少ない良品生産を実現します

育苗制御されたレーンで育苗が進行します センシングにより不良苗を間引き、良苗は移植

モーション制御で正確な播種を実現 播種したコマを育苗レーンへ投入



特集2

「第3回スマート工場EXPO」
「第3回スマート工場EXPO」出展報告

出展報告
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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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● お問い合わせ先 : 営業本部 i3-Mechatronics営業部　TEL : 03-5402-4559　FAX : 03-5402-4581

　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
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新製品
New Products

高い防滴・防じん性が求められる工程、食品の搬送などにも適用領域を拡大

MOTOMAN-GPシリーズの防滴仕様タイプ、
食品グリース仕様タイプを販売開始

New Products
新製品

　当社は、長期経営計画「2025年ビジョン」に掲げる「新たな
産業自動化革命の実現」に向け、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）」を提唱し、
デジタルデータソリューションの提供を進めています。この一環
としてこのたび、i 3-Mechatronicsの「integrated（統合的）」
強化のため、当社モーションコントロール事業の主力製品である
マシンコントローラ MP3000シリーズ 及びACサーボドライブ 
Σ-7シリーズ のデータ検出機能を向上させるソフトウェアバー
ジョンアップを行いました。今回のバージョンアップにより、従来
と比べてより多種・大量のデータを詳細に監視することが可能
となります。

● 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 事業企画課　TEL: 04-2962-5470　FAX : 04-2966-0746

　生産現場でIoT化を進める際には、設備や装置から検出される
ビッグデータの種類や量を向上させることによって稼働状況が把握
しやすくなったり、異常時の要因が特定しやすくなったりします。
当社ではすでにデータの収集・視える化、そして、蓄積・解析を
一括して行うことができるソフトウェアツール「YASKAWA 

Cockpit」をリリースしていますが、このツールやお客様の用意
した上位システムと本ソフトウェアバージョンアップ製品を連携
することで、より多くのデータから判断ができるようになり、装置
の予防保全や異常検知、お客様の製品品質維持に貢献します。

　当社は、多用途適用型ロボットMOTOMAN-GPシリーズの
新たなラインアップとして、MOTOMAN-GP12、GP50、
GP600の防滴仕様タイプ、MOTOMAN-GP12、GP25の食品
グリース仕様タイプを2018年12月5日より販売開始しました。
　当社の多用途適用型ロボットMOTOMAN-GPシリーズは、
可搬質量7kgから600kgまでをラインアップし、その性能と
使いやすさにより多くのお客様にご好評いただいております。
　お客様の生産ライン自動化のご要望が多様化するなか、ロ
ボットに対して、研磨やダイカストにおける高い防滴・防じん性
や、食品を直接扱うニーズへの適合が求められています。その
ようなご要望にお応えするため、ロボットの耐環境性を向上させた
防滴仕様タイプと、機械潤滑剤に食品機械用グリースを採用した
食品グリース仕様タイプを新たにラインアップしました。お客様
の求める次世代の生産ライン構築への更なるソリューションを
提供いたします。

新たなソリューションコンセプト「 i 3-Mechatronics」の実現に向けて 

MP3000シリーズ、Σ-7シリーズの
データ検出機能を向上

● お問い合わせ先 : 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

主な用途 ・防滴仕様タイプ
 自動車・機械関連部品などの搬送・組立、
 ロードアンロード、ダイカスト、研磨

・食品グリース仕様タイプ
 食品などの搬送・整列・箱詰め

マシンコントローラ MP3000シリーズ
データロギング機能を次のとおり強化しました。

・ ロギングデータ数拡張
最大64点×4グループだった容量を最大256点×4グループ
へ拡張しました。

・ ロギングのμs（100万分の1秒）タイムスタンプ追加
現在の秒単位のタイムスタンプに加え、μs単位まで識別
可能なタイムスタンプを追加しました。

ACサーボドライブ Σ-7シリーズ
ACサーボドライブから得られる振動、外乱、位置決め、通信
品質や温度といったセンシングデータを新たに提供すること
により、データのモニタ機能を拡充しました。サーボドライブ
製品自身をセンサとすることで、装置の経年変化や使用環境
の変化をリアルタイムに収集することが可能です。

標準仕様と同一の動作範囲を実現
防滴コネクタを採用することでロボットベース部のコネクタ
防滴BOXが不要となり、標準仕様のロボットと同一の動作
範囲を実現しています。ロボット適用時のレイアウト検討など
が効率化できます。

クーラント耐性の強化

各駆動部間のシール性能を向上させたことにより、クーラント
液の被液が想定される工作機間のワーク搬送などにも使用
いただけます。

防じん・防滴保護等級※1

本体部IP65※2、手首部IP67を実現
全てのケーブル・コネクタ類は防滴対応品を採用し、加えて
メッキ仕様の先端フランジを採用することで、本体部IP65、
手首部IP67の防じん・防滴構造を実現しているため、過酷な
環境でも使用できます。
また、衛生面への配慮から水洗が必要な用途でも使用が可能
となります。

※1 ＩＥＣ（国際電気標準会議）で定められている製品の防水・防じん
 における保護等級（International protection Code）
 ・IP54：機器の所定動作及び安全性を阻害する量のじんあいは
  侵入せず、あらゆる方向からの噴霧に対して保護できる。
 ・IP65：じんあいは侵入せず、あらゆる方向からのノズルによる
  墳流水に対して保護できる。
 ・IP67：じんあいは侵入せず、一時的な水没に対して保護できる。

※2 MOTOMAN-GP600などリンク構造機種については本体部
 IP54に対応

ロギングファイル

ACサーボドライブ
Σ-7シリーズ

MOTOMAN-GP12
※写真は標準仕様のロボットです

マシンコントローラ
MP3000シリーズ

上位装置

複数ロギングデータの
時刻を正確に合わせることで
解析精度を向上

ロギングデータ #1

ロギングデータ #2

ロギングデータ #3

推定振動
推定振動振幅最大値

推定外乱トルク（推力）
推定外乱トルク（推力）最大値
推定外乱トルク（推力）最小値

整定時間
オーバーシュート量
残留振動周波数

シリアルエンコーダ通信異常回数
MECHATROLINK通信異常回数

サーボモータオーバーヒート余裕度

累積負荷率最大値
過負荷余裕度

1.振動モニタ

2．外乱モニタ

3.位置決めモニタ

4.通信品質モニタ

5.温度モニタ

6.稼働状態モニタ

制御

環境

稼働状態

センシングデータ小分類分類

中・小型GPシリーズ（可搬質量:88㎏以下）

食品グリースの採用

ロボットの機械潤滑剤に食品機械用グリースを採用し、より
高い清潔性や安全性を実現しています。

食品グリース仕様
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新製品
New Products

上下方向の動作に特化した3軸構造を採用し小型化を実現

MOTOMAN-MLT1700が “超”モノづくり部品大賞
｢日本力（にっぽんぶらんど）賞｣を受賞

● お問い合わせ先 : 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

　近年、電気自動車（EV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）、燃料
電池車（FCV）など低燃費で環境に優しいエコカーの開発が世界
規模で進められており、それに伴い自動車製造ラインの構成も
大きく変化しつつあります。特に、自動車ボディーの製造工程では、
低燃費性能の実現に向けた車体軽量化のために、アルミニウムや
ハイテン（高張力鋼板）など従来の鋼材とは異なる新しい素材が
採用され始めています。
　それらの新素材を使用した自動車ボディーの溶接工程では、
高加圧スポット溶接への対応が求められるため、それに合わせた
ライン作りが必要とされています。また、従来にも増して、ライン
長の短縮による省スペースや工程統合による高付加価値ライン
の構築も求められています。
　このようなニーズに応えるため、当社はスポット溶接ロボット
MOTOMAN-SP130（可搬質量130kg、最大リーチ2236mm）
を開発し、中型のスポット溶接用途ロボットのラインアップを強化
しました。高速動作や高密度配置を実現することで、高付加価値
を追求した次世代の生産ライン構築に貢献します。また、新たな
制御方式を採用し、世界各地で異なる電圧や安全規格にも対応
できる新型ロボットコントローラYRC1000との組み合わせで、
ロボットのパフォーマンスを最大限に引き出します。

中型スポット溶接ロボットのラインアップを強化

スポット溶接ロボット MOTOMAN-SP130を発売

主な用途 自動車ボディーや部品のスポット溶接用途

動作速度変化によらず軌道は1本
新たな軌跡制御の採用により軌跡誤差を最小化しているため、
テスト運転・プレイバック時も動作速度変化によらず同じ軌跡
で動作可能です。

セットアップ時間の短縮と省配線
ロボットとコントローラ間の接続ケーブルが1本のみとなりま
した。これによりセットアップの際の配線時間を大幅に短縮する
とともに、配線の少ないすっきりとした設備を実現します。

ロボットの出し得る最高速度で動作
各最高速度動作指定（VMAX機能）により、直線動作時の最高
速度制限を撤廃しました。ロボットの教示位置・姿勢に応じて、
直線動作可能な最高速度を自動計算して動作します。これに
より、従来の最高速度制限以上の高速度で動作することが可能
となり、ロボットの動作時間を短縮します。

スポット溶接電動ガンの高加圧化
およびバッテリレス化
従来型のスポット溶接電動ガン用サーボモータ（容量1.5kW、
2.0kW）に加えて、容量2.5kWのサーボモータを新たに開発。
これにより、昨今の自動車生産ラインおける自動車ボディーの
軽量化に伴う、アルミニウムやハイテン（高張力鋼板）など新素材
向けの高加圧スポット溶接への対応力が格段に向上しました。
またMOTOMAN-SPシリーズ対応の電動ガン用サーボモータ
は、当社新開発のバッテリレスエンコーダの採用によりバッテリ
レス化を実現しており、生産性・メンテナンス性の向上に貢献
します。

可搬質量アップにより
高加圧スポット溶接への適用領域拡大
新素材を使った自動車ボディーの溶接工程で求められる高加圧
スポット溶接では、高加圧を実現する新たなスポット溶接ガンが
必要となり、溶接ガン自体の質量も増加することが予想され
ます。MOTOMAN-SP130はMOTOMAN-SP100（可搬
質量100kg）と同等の本体サイズおよび動作速度を維持し
ながら可搬質量130kgを実現しており、高加圧対応の溶接
ガン搭載にも柔軟に対応可能です。

MOTOMAN-SP130

● お問い合わせ先 : 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

　モノづくり日本会議・日刊工業新聞社主催の2018年“超”モノ
づくり部品大賞において、MOTOMAN-MLT1700が「日本力
（にっぽんぶらんど）賞」を受賞し、2018年11月30日に贈賞式
が開催されました。
　“超”モノづくり部品大賞は、日本のモノづくりの競争力の源泉
である部品や部材に焦点を当てた表彰事業で、今回が15回目の
開催となります。機械・ロボットや電気・電子など6分野に計87件
の応募があり、そのなかから当社を含めた4社が日本力（にっぽん
ぶらんど）賞を受賞しました。

　受賞したMOTOMAN-MLT1700は自動車のエンジンや
サスペンションなどの組み立て時に、重量物搬送や位置決めと
して利用する産業用ロボットです。上下方向の動作に特化した
3軸構造を採用することで、可搬質量は1,500kgながら高さ
0.6ｍ、質量2,200kgと大幅な小型化を実現し、従来の6軸
ロボットと比べて質量で75%、製品高さで80%削減しています。
また部品の小型化や駆動軸の削減により使用電力量を85%
削減し、電源設備の小型化にも成功しました。これらの特長が
高く評価され、今回の受賞につながりました。

コンパクト
MOTOMAN-MLT1700の上下軸を折りたたむことで、ロボット
高さが約0.63ｍの低姿勢となり、自動車ボディーの下部に潜り
込ませることが可能です。

メンテナンス性が向上
ロボット本体のアーム部に減速機つり上げが可能なジグを取付け
できる構造とし、減速機交換の容易化を実現し、メンテナンス性
が向上しています。

MOTOMAN-MLT1700

授賞式の様子

Top ics
トピックストピックス
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リアルタイムでデータを収集・蓄積・視える化・解析

YASKAWA Cockpitが「十大新製品賞」を受賞

To p i c s
トピックス

● 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　TEL: 093-645-8137　FAX : 093-645-8136

データの収集・視える化
当社の製品群（ロボット、サーボ、インバータ等）に限らず、
センサやPLCなど生産現場の様々なデバイスや装置を
YASKAWA Cockpitにつなげて、生産現場のデータをリアル
タイムに収集・視える化できます。収集したデータはYASKAWA 

Cockpit、またはYASKAWA Cockpitと連携された上位
サーバに蓄積され、効率的なデータ管理が可能です。

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
の実行をYASKAWA Cockpitで行うことができます。生産
現場で収集したデータを使用しYASKAWA Cockpitで分析
することで、リアルタイム性の高い処理が可能です。

アドオン機能
「稼働状態監視機能」「生産数モニタ機能」「故障予知機能」
「品質検査機能」など、生産現場で使用できる様々な機能を
コンテンツとして提供します。また、後付けする機能（アドオン
機能）もサポートしており、お客様自身で作成したコンテンツ
をYASKAWA Cockpitに組み込んで生産現場に最適な
YASKAWA Cockpitにカスタマイズすることができます。

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係が可能です。

　当社が長期経営計画「2025年ビジョン」で掲げている「新たな
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
「 i3-Mechatronics（アイキューブ メカトロニクス）」実現の中核
となるデジタルソリューションとして2018年春に提供を開始した
「YASKAWA Cockpit」が、このたび日刊工業新聞社が選定する
「2018年（第61回）十大新製品賞」において本賞を受賞いたし
ました。
　「十大新製品賞」は、応募企業がその年に開発あるいは実用化
した新製品の中から、モノづくり産業の発展や日本の国際競争力
強化に役立つ製品を選定し表彰する制度です。
　YASKAWA Cockpitは、メーカーを問わずセンサなどあらゆる
機器データを管理し、稼働状況を把握します。また上位システム
と連携することで、稼働データから発生する問題の特定や不良
分析などにAI技術を活用し、生産管理へのフィードバックも可能
です。ものづくり現場の課題解決のための新たな手法として高く
評価され、今回の受賞につながりました。

YASKAWA Cockpit 画面イメージ（初期設定） YASKAWA Cockpit 画面イメージ（アラーム履歴）

ニューイヤー駅伝報告

日    程 大　 会　 名 成 績
第19回中部実業団陸上競技選手権大会
第4回鞘ヶ谷記録会

第55回九州実業団毎日駅伝競争大会

第1回福岡県長距離記録会
2018八王子ロングディスタンス
第43回熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会

第63回全日本実業団対抗駅伝競走大会
（ニューイヤー駅伝2019）

13日
20日

3日

17日
24日

2日

1日

10月
10月

11月

11月
11月
12月

1月

100ｍ：大瀨戸一馬 2位
一般高校男子5000m　決勝14組
トゥル・メルガ 1位（自己新記録）、アッバイナ・デグ 3位、高橋尚弥 4位、古賀淳紫 10位、
野村峻哉 12位、加藤風磨 17位、黒木文太 18位、井上拳太朗 23位
チーム5位　※（　）内は区間順位
1区：古賀淳紫（6位）、2区：アッバイナ デグ（5位）、3区：野村峻哉（7位）、
4区：黒木文太（5位）、5区：高橋尚弥（7位）、6区：加藤風磨（2位）、
7区：中本健太郎（6位）
5000ｍ：野村峻哉 13位
10000ｍ：トゥル・メルガ 1位（自己新記録）、アッバイナ・デグ 14位
古賀淳紫 7位（安川新記録）、高橋尚弥 20位、野村峻哉 28位、加藤風磨 61位、
五郎丸真翔 123位
チーム11位　※（　）内は区間順位
1区：北島寿典（29位）、2区：トゥル・メルガ（22位）、3区：野村峻哉（23位）、
4区：高橋尚弥（11位）、5区：中本健太郎（10位）、6区：加藤風磨（26位）、
7区：古賀淳紫（１位・区間賞）

◆ 18年10月～19年1月の主な戦績

　駅伝の季節が到来し、当社陸上部は駅伝日本一を決める
ニューイヤー駅伝（全日本実業団対抗駅伝競技大会）に向けて
調整を開始しました。
　若手選手を中心に出場した甲佐10マイルロードレースでは、
序盤からハイペースでレースが展開しました。数多くの有力選手
が揃う中、古賀淳紫選手が物怖じせず積極的なレース運びを
見せ、見事7位入賞。安川電機陸上部新記録を更新しました。
　元旦に行われたニューイヤー駅伝では、約2年ぶりにレースに
復帰した北島寿典選手を1区に起用。スローペースでレースが
進み、我慢を強いられる展開となりましたが、先頭との差を最小限
に抑える走りで2区のトゥル・メルガ選手へ襷をつないでくれま
した。トゥル選手は、本来の走りを見せられず精彩を欠いたものの
7つ順位を上げ、22位で3区の新人、野村峻哉選手に襷を中継。
野村選手は順位を1つ落としたもののなんとか粘りきり、4区

選手詳細情報は
陸上部公式サイトで公開中！

https://sports.yaskawa.co.jp/
track-�eld/

ニューイヤー駅伝報告

ニューイヤー駅伝に向けて力を試すレースとして臨んだ甲佐10マイルでは、7位入賞と安川新記録で走ることが
でき、大きな自信になりました。ニューイヤー駅伝では最終7区に起用され、少し驚きもありましたが、積極的に
前を追い、チーム初の区間賞を獲得できました。10マイルの自信をレースに生かすことができてよかったです。
この勢いのまま、次の目標に向けて練習していきます！

高橋尚弥選手がエースの意地で4人を抜いて19位に浮上しま
した。5区を走った中本健太郎選手は5人を抜く快走を見せ、6区
新人の加藤風磨選手は堅実な走りで前を追い、7区アンカー古賀
淳紫選手へと襷を渡しました。古賀選手に襷が渡った時点で、
入賞ライン（8位）とは約2分離れていましたが、持ち前の積極性
を序盤から発揮し、8位まであと20秒というところまで縮める
凄まじい走りを見せてくれました。この走りで古賀選手は当社
陸上部初のニューイヤー駅伝での区間賞を獲得。総合順位は
11位となり、目標とする8位入賞には届きませんでしたが、北島
選手の復活や、古賀選手の区間賞など明るい話題も多く、今後
につながるレース結果でした。
今後は個人レースへと移行します。引き続き応援よろしくお願い
いたします。

古賀淳紫選手が当社陸上部初のニューイヤー駅伝区間賞獲得!古賀淳紫選手が当社陸上部初のニューイヤー駅伝区間賞獲得!
選手コメント

左から 加藤風磨選手、高橋尚弥選手、中本健太郎選手、古賀淳紫選手、北島寿典選手、トゥル・メルガ選手、野村峻哉選手
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ランニングコストで
パワコンを選びませんか？

高出力
リスク分散しつつ、高出力により
パワコンの台数削減が可能。
台数削減により、設置や設定時間、
設置スペースも削減可能。

上下分離構造

ランニングコスト削減へ

運搬や据付が容易で、施工時間とコストを削減。
配線部はそのまま、上部電子部ユニットのみ
交換で、トラブル時のダウンタイムを短縮。

Wi-Fi通信
お手持ちのスマートデバイスで設備内
全パワーコンディショナの設定、操作、モ
ニタリングが可能。移動時間や設定時間
を削減。O&M*の効率化にも貢献。

簡易モニタリング
簡易パネル監視

Ethernet

上部のみの
リプレースが
可能

* : Operation and maintenance: 運転および保守

XGI 1000
高圧・特高発電所向け（三相）

太陽光発電用パワーコンディショナ

65kW 1000VDC

（上部）
電子部

（下部）
配線部

全台数
一括設定

1MW（AC）システムであれば
パワコンは約15台

表裏で
計15台

安川電機の新パワーコンディショナ
XGI1000 65kWには、太陽光発電システムへの
コストメリットが満載です！

TEL 0930-23-5079　FAX 0930-23-5249環境・社会システム事業部
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