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関東・東北エリアのロボット営業拠点

欧州における産業用ロボットの新工場

関東ロボットセンタの来所者が3万人を突破

スロベニア工場での生産を開始
対応するため、スロベニアのコチェービェ市に新たな生産拠点

YASKAWA Europe Robotics d.o.o. での産業用ロボットの
生産を2019年1月に開始し、竣工式を4月8日に執り行いました。

を新設しました。ポテンシャルの大きい欧州市場の顧客ニーズ

をコンセプトに、お客様のワークを使って、ロボットの作業アウト

続いて、遠藤様が人協働ロボットMOTOMAN - HC 10を操作し

に対応するとともに、新たなサプライチェーンを構築し、EMEA

プットの確認や、制御装置・周辺機器を持ち込んでの組み合わせ

てくす玉を割り、盛大な拍手の中、来所者 3 万人の達成をお祝い

（欧州、中東、アフリカ）全域へスピーディーに供給していきます。

試験を行うことができます。また、
「 CSプラザ」では、ロボットを

しました。遠藤様からは関東ロボットセンタの益々の発展を祈願

使用した様々なデモンストレーションをご覧いただけます。

した激励のメッセージをいただきました。

世界のロボット市場は、近年の新興国の経済発展や労働力
不足の解消を背景とした自動化・省力化の流れにより、今後も

日本・中 国・欧 州 の 3 拠 点での 最 適 地 生 産による相 乗 効 果を

中・長期的に大きく成長する見込みです。当社は現在、福岡県

図り、今後の需要増および市場の変化に対応できるグローバル

（北九州市・中間市）と中国江蘇省（常州市）にロボットの生産

な生産体制を確立します。

工場を有していますが、欧州における今後のロボットの需要増に

安川電機のロボットセンタは、
「来て・見て・触ってロボット体験」

の坂口より感謝の言葉とともに花束と記念品を贈呈しました。

当社はスロベニア コチェービェ
（ Kocevje ）市に設立した

さいたま市の関東ロボットセンタは2011年10月の開設以来、

関東ロボットセンタは関東・東北エリアのお客様をカバーする

来所者が延べ 3 万人を超えました。3 月8日（金）には記念すべき

営業拠点として、今後もさらにお客様にご満足いただける製品・

3 万人目のお客様となった、大内新興化学工業株式会社の生産

技術・サービスを提供できる施設へと体制を整えてまいります。

部次長 遠藤様をお迎えして、記念セレモニーを開催しました。

皆様のご来所・ご利用をお待ちしております。

セレモニーでは、東京支社長の高田や関東ロボットセンタ長

MOTOMAN - HC 10によるくす玉割り
関東ロボットセンタ

大内新興化学工業株式会社 生産部次長 遠藤様（右）へ
東京支社長 高田（左）から記念品を贈呈

YASKAWA Europe Robotics d.o.o.

新工場概要

CSプラザ

ソリューションテストエリア

所 在 地 ： スロベニア コチェービェ
（Kocevje）市
建設面積 ： 12,500 平方メートル
生産開始 ： 2019年 1月
（2021年度計画）
生産能力 ： 500台/月

YASKAWA Europe Robotics d.o.o.

● お問い合わせ先 : 広報・IR部
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TEL: 03-5402-4564 FAX : 03-5402-4580

● お問い合わせ先 : 人事総務部 営業総務部 東京総務課

TEL: 048-871-6890 FAX : 048-871-6921
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モーションフィールドネットワークMECHATROLINKを世界に普及

「安川電機みらい館」人気のコンテンツがレベルアップ

MECHATROLINK協会 2019年度総会開催のご案内

メカトロニクス・ウォールをリニューアル

MECHATROLINK協会は、安川電機が開発・製品化したMECHATROLINKを世界に普及させるために
2003年に発足し2005年に設立された、製品開発メンバー及びユーザーで構成される組織です。
MECHATROLINK 協会では、6 月 12 日（水）に2019 年度の総会、講演会並びに懇親会を開催します。

「安川電機みらい館」では2015 年 6 月のオープン以来、
これま
で12 万人を超えるお客様にお越しいただき、大変ご好評をいた
だいております（ 2019 年 1 月末時点）。このたび、サーボモータ

協会会員の皆様のご参加を心よりお待ちしております。

を使った展示「メカトロニクス・ウォール」を一部改修し、新たな

（ご参加には、協会ホームページから事前登録が必要です。）

魅力あふれるコンテンツを追加して3月より公開いたしました。
「メカトロニクス・ウォール」では、当社がこれまで培ってきた
電動機（モータ）
とその応用技術を駆使して、光と音と共に大迫力

MECHATROLINK協会 総会

のプロジェクションマッピングに併せて128個のキューブが超高速
回転し、超高精度で制御する圧巻のパフォーマンスをお楽しみ

・MECHATROLINK協会 活動報告 および 計画

いただけます。

・MECHATROLINK新製品紹介

今回の新しいコンテンツは、当社のサーボモータがどのような
ことができるのか、どれぐらい優れているのかをダイレクトに

基調講演

お伝えし、体感していただける展示となっています。ストーリー

・特別基調講演①

の進行を務めるキャラクター「ケイ」
と、お客様が音声による掛け

「FA領域におけるデータソリューション実装と、AI 活用によるさらなる進化」

合いを行ってストーリー展開するなど、インタラクティブかつ

前回総会の様子

株式会社エイアイキューブ

ユーモアを交えたアトラクション的な要素も加わりました。また、

代表取締役社長

4ヶ国語（日本語、英語、中国語、韓国語）に対応していますので、

久保田 由美恵 様

・特別基調講演②

海外のお客様にも楽しんでいただけます。

「巨大ロボット開発のこれから」

ぜひ、安川電機みらい館でご覧ください！

アスラテック株式会社
取締役 チーフロボットクリエーター

未来のA I「ケイ」
物語は未来。ものづくりを掌握する統合型

懇親会

完全A 「
I ケイ」。

・メンバー間交流

まじめで完璧なケイは未来のものづくりを
支える科学者たちを子供のときから見まもり、
未来のものづくりに必要なサーボモータの

吉崎 航 様

前回懇親会の様子

色彩もより綺麗に進化しました

安川電機のサーボモータは世界で活躍しています

メカトロニクス・ウォールには、
当社モーションコントロール事業の主力製品

128 個のキューブが説明に連動して動きます

メカトロニクス・ウォール
豆知識

「ケイ」
の名前は安川電機の創業発起人

東京メトロ
千代田線
新御茶ノ水駅

安川敬一郎は、北九州に炭鉱、紡績、銀

ACサーボドライブ Σ-7シリーズが組み込まれています。

行など多くの産業を興しただけでなく、

都営地下鉄新宿線
小川町駅

神田川

東京メトロ
日比谷線
秋葉原駅

CIVI研修センター

秋葉原（電気街口）

都営地下鉄新宿線
岩本町駅

相鉄万世橋ビル

東京メトロ銀座線
神田駅

JR神田駅

主催

MECHATROLINK協会

日時

2019年6月12日（水）
13：00〜18：30

会場

CIVI研修センター秋葉原（電気街口）
東京都千代田区神田須田町1-5-10

相鉄万世橋ビル
《総 会》2 階（D205ホール）
《懇親会》4 階（D405）

※前回から会場が変更になっておりますので
ご注意ください。
アクセス

靖国通り

1 号上野線

も由来しています。

万世橋

昭 和 通り

安川敬一郎

千葉

JR秋葉原駅

東京

ピュータの父と言われるアラン・ケイに

昌平橋

首都高速

そしてもう一 人 、パ ーソナ ル・コン

線

東京メトロ丸の内線
淡路町駅

外 堀 通り

育成にも力を注ぎました。

本郷通
り
東京メト
ロ千代田
線

するなど、日本の未来を担う技術者の

本

つくばエクスプレス
秋葉原駅

都営新宿線

九州工業大学
（旧 明治専門学校）
を設立

ACサーボドライブ Σ-7シリーズ

央

である安川敬一郎に由来しています。

マシンコントローラ MP3000シリーズ、

マシンコントローラ
MP3000シリーズ

の内線
トロ丸
東京メ

中

上野

総武本線

新宿

新幹線

JR御茶ノ水駅

線

“ひみつ” について詳しく説明してくれます！

中 央 通り

ロニクス・ウォールを使ってサーボモータの

東北・上越

「ケイ」を呼び出すことに成功すると、メカト

山手線

きました。

東京メトロ丸の内線
御茶ノ水駅

東京メトロ銀座

“ひみつ”を伝えるため時空を超えてやって

・ JR 山手線・総武本線 秋葉原駅から 徒歩5分
・ JR 山手線・総武本線 神田駅から 徒歩6分

・ JR 中央本線・総武本線 御茶ノ水駅から 徒歩8分

・東京メトロ銀座線 神田駅から 徒歩3分

・東京メトロ丸の内線 淡路町駅から 徒歩3分

・東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅から 徒歩6分

・東京メトロ日比谷線 秋葉原駅から 徒歩7分
・都営地下鉄新宿線 小川町駅から 徒歩3分

・都営地下鉄新宿線 岩本町駅から 徒歩4分

・つくばエクスプレス 秋葉原駅から 徒歩5分
● お問い合わせ先 : 広報・IR部 本社広報推進課
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TEL: 093-588-3076 FAX : 093-645-8831

● 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 事業パートナー拡大推進課 TEL: 04-2962-6359

FAX : 04-2966-0746
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世界で最も革新的な企業・研究機関100社として選出

「Derwent Top 100 グローバル・イノベーター」
を受賞

トピックス

地元福岡から世界への挑戦を支援

プロゴルファー福田真未選手との所属契約を締結
当社は、プロゴルファーの福田真未（ふくだ まみ）選手と3 年

クラリベイト・アナリティクス社（本社：米国フィラデルフィア）

間の所属契約を締結しました。

が保有する特許データを元に知財・特許動向を分析し、世界で

福田選手は、福岡県出身で 11 歳からゴルフを始め、中学校か

最も革新的な企業・機関を選出する
「Derwent Top 100 グロー
バル・イノベーター 2018-19」
が2019年1月に発表され、当社は

ら名門・沖学園に進学し、ナショナルメンバーに選出されるなど

4年連続でこの賞を受賞しました。
同賞は4つの評価軸「特許数」
「 成功率」
「グローバル性」
「 引用

トップアマチュアに成長を遂げました。そして2011年のプロテスト

における特許の影響力」を基本とし、独創的な発明のアイデアを

『伊藤園レディスゴルフトーナメント』で初優勝。2018年『北海道

に一発合格。2014年から連続でシードを獲得しており、2017年

知的財産権によって保護し、
事業化を成功させることによって世界

meijiカップ』で2勝目を挙げるなど、今後のさらなる活躍が期待

のビジネスをリードする企業・機関を選出するものです。8 回目

される選手の一人です。

となる今年度は39 社の日本企業が受賞し、昨年に引き続き世界

当社は、地元である福岡県から世界に挑戦し続けている福田

最多となり、世界最大のイノベーションの先進地域としての地位

選手の姿勢に共感し、
このたび、所属契約を締結し、福田選手の

を継続して獲得しました。
当社では、
「技術立社」の名のもと、世界一・世界初にこだわって

【福田選手のコメント】
このたび、株式会社安川電機様と所属契約をさせていただく
事になり、大変嬉しく思っております。
福岡から世界に向けてビジネス展開をしている安川電機様と

活動を支援していくことといたしました。本契約により、福田選手

同じように、世界のステージで活躍できるプロゴルファーを目指

は安川電機の所属契約選手としてツアーに出場していきます。

してまいります。

当社は、これまで、陸上部において「原動力は北九州、動かす

研究・開発を進めています。本賞の 4 年連続の受賞は大変光栄

のは世界」
という安川グループの事業イメージをスポーツで体現

なことであり、今後の活動の励みになります。

【福田選手のプロフィール】

今後も、事業部・研究開発部門と一体となった知財活動を展開

すべく、
オリンピックや世界選手権などで活躍できる選手の育成

選手名：福田真未／Mami Fukuda

し、事業に貢献する質の高い特許を世界的に取得することを目指

に力を注 いできました。また北 九 州マラソンのメインスポン

所属：株式会社安川電機

サー、車いすバスケットボール大会の協賛など、
スポーツを通じた

生年月日：1992年6月15日

地域や社会への支援の取組を行っています。今後も、地域や社会

出身地：福岡県福岡市

の皆様の元気につながるスポーツの応援を進めていきます。

プロ入会：2011年8月1日（83期生）

してまいります。

クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社 代表取締役
ティモシー・ニーリー様（左）
から贈賞を受ける
安川電機 代表取締役社長 小笠原浩（右）
● お問い合わせ先 : 広報・IR部

TEL: 03-5402-4564 FAX : 03-5402-4580

● お問い合わせ先 : 広報・IR部

TEL: 03-5402-4564 FAX : 03-5402-4580

久留米市出身の洋画家が描いた安川電機のモータ

「没後50年 坂本繁二郎展」
に
「モートル図」
を出展
久留米市美術館（福岡県久留米市）
にて4月6日（土）〜6月9日
（日）
に開催されている「没後 50 年 坂本繁二郎展」
に、当社所蔵
の油絵「モートル図」が展示されています。
作者の坂本繁二郎画伯は久留米市の出身で、
ヨーロッパ留学
後は久留米近郊の八女市を制作の地に選び、その地で生涯を
終えました。
「モートル図」は、当社が「安川電機40年史」の社史編纂を行う
際、担当者が「巻頭をモータをモデルにした一流画家の洋画で
飾りたい」
との思いから1951 年 1 月に坂本氏のアトリエを訪ね、
制作を依頼したものです。一度は断りの連絡を受けたものの、
「戦後の日本を復興させるために生産の原動力としてがんばっ
ているのがモータであり、モータなくして日本の繁栄はありえま
せん。日本を再建させる象徴でもあり、そして生産の原点でも
あるモータを描いて、後世に残してください」
と懇願し引き受け
ていただいた経緯があり、1952年4月に完成しました。
坂本繁二郎「モートル図」

美術館内では、本作のほか坂本画伯の 140 点以上の作品が
展示されています。ぜひ、会場に足をお運びください。
「没後50年 坂本繁二郎展」は、7月14日（日）〜9月16日（月・
祝）
には練馬区立美術館でも開催される予定です。
● お問い合わせ先 : 広報・IR部 本社広報推進課
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