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実機上での検証を完了、有効性を確認

AIを活用した下水処理における運転支援システム

Top ics
トピックストピックス

● お問い合わせ先 : 環境・社会システム事業部 社会システム営業部 新規市場開拓課　TEL: 03-5402-4532　FAX : 03-5402-4589

　当社は長期経営計画「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に取り組むため、IoT/AIの開発を行って
います。
　環境・社会システム事業部では、I oT /A Iを導入する領域の
一つとして、熟練技術者減少に伴う技術継承、効率的運転の
ニーズがあり、AI解析に必要な数年間のデータが蓄積されて
いる水処理施設での取組みを強化しています。
　ここ数年の活動として、外部機関と共同で、AIを活用した運転
支援システムについて、実下水処理施設を対象に検証しました。
具体的には、当社が長年培ってきたプロセス制御技術、監視技術

をベースとして、AIによるデータ解析技術を盛り込んだシステム
を構築しました。この技術は、プラントから得られるデータを使用
して学習を継続することで熟練技術者のノウハウを習得し、常に
精度を向上させていきます。また、大雨などのイレギュラーな
場面においても、雨天日のデータを学習することで一定の精度
を確保することができます。その結果、熟練技術者の代替や運転
管理の効率化･省力化への対応を進めることができます。
　今後はパイロットプラントでの検証にて、AI制御技術の実用
化に向けて取り組んでいきます。

これまでの取組み
国土交通省が2018および2019年度に実施した下水道革新的
技術実証事業（B-DASHプロジェクト※1）のFS調査※2において、
当社、前澤工業（株）、日本下水道事業団の三者で構成される共同
研究体は、国土技術政策総合研究所の委託研究「AIを活用した
下水処理運転管理支援技術に関する研究」にて検証を行いました。

熟練技術者が顕微鏡で判断していた微生物の
種類を、容易に特定することができるので、業務
効率向上につながります。

B-DASH（Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High 
Technology Project）とは、新技術の研究開発および実用化を加速する
ことにより、下水道事業におけるコスト縮減や再生可能エネルギー創出
等を実現するため、国土交通省が実施しているプロジェクト。

下水道革新的技術実証事業の前段階として、導入効果などを含めた普及
可能性の検討や技術性能の確認等を行うこと。

※1：

※2：
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熟練技術者が経験で決定していた操作方法と同じレベルで実
現することができるため、技術継承につながります。

水処理制御支援技術

検証結果（技術者とほぼ一致） ガイダンス画面
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　日本実業団陸上競技連合が主催・共催
する陸上競技大会において優秀な成績
を収めた選手、チームおよび指導者と
社会貢献を通じて陸上競技の普及促進
等に取り組んだチームもしくは個人を
表彰する「実業団 of The Year」の2019
年度受賞者が4月14日に発表されまし
た。当社陸上部の古賀淳紫選手が、今年
2月に開催された全日本実業団ハーフ
マラソン大会 男子の部 2位入賞（日本人
トップ）を評価され、「Finalist アスリー
ト賞」を受賞しました。 

　当社は、経済産業省主導のもと将来のロボット関連人材の育
成を推進するために組織化された「未来ロボティクスエンジニア
育成協議会（英語名：T h e  C o n s o r t i u m  o f  H u m a n  

Education for Future Robot System Integration、略称：
CHERSI（チェルシー））」に参画いたします。
　これは、産業界と高等専門学校や工業高校などの教育機関が
相互に連携することで次世代のロボット関連人材の育成を図る
ものです。当社は高等専門学校や工業高校へ様々な支援を行い、
高度化する産業用ロボット市場に向けたロボットの利活用人材
の輩出に貢献してまいります。
　なお、当社は2005年よりアイデア対決・全国高等専門学校ロ
ボットコンテスト（主催：全国高等専門学校連合会、NHK、NHK
エンタープライズ）に協賛しています。

将来のロボット関連人材の育成を推進

「未来ロボティクスエンジニア育成協議会」へ参画
製造業向けIoTソリューションの合弁会社

アイキューブデジタルを設立

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
全日本実業団ハーフマラソン大会 男子の部2位（日本人トップ）を評価され

古賀淳紫選手が日本実業団陸上競技連合の
「実業団 of The Year」でFinalistアスリート 賞を受賞

● お問い合わせ先 : 広報・IR部 TEL: 03-5402-4564　FAX : 03-5402-4408

会　社　名

所　在　地

設　　立

事業内容

設立会社の概要

株式会社アイキューブデジタル 

福岡県北九州市

 2020年7月1日

製造業向け工場および物流業向け自動化に関する
IoTソリューションを展開

　安川電機と株式会社YE DIGITALは、製造業における工場や
物流等の自動化に関するIoTソリューション事業において、合弁
会社「株式会社アイキューブデジタル」を設立することで2020年
4月10日に合意しました。
　当社は、強みを持つメカトロニクスの技術によるソリューション
に「デジタルデータのマネジメント」を加えることで、生産性の
向上など、お客様の経営課題の解決を実現するソリューション
コンセプト「 i 3-Mechatronics（アイキューブ メカトロニクス）」
を推進しています。
　また、YE DIGITALは社会インフラや文教市場等の非製造業
向けの IoT技術で競争力を持ち、この技術を活用しながら製造業
におけるネットワークからクラウドまでの幅広いサービスを展開
し、事業拡大を進めてきました。
　そのような中、当社のACサーボ、インバータ、ロボットといった
競争力のあるメカトロニクス技術・製品とこの合弁会社に移管され

● お問い合わせ先 : 広報・IR部 TEL: 03-5402-4564　FAX : 03-5402-4408

るYE DIGITALのIoT技術を融合することで、「i3-Mechatronics」
を軸とした製造業向けのIoTソリューションの強化を図り、中期
経営計画「Challenge 25」で掲げる「 i 3-Mechatronics」のビジ
ネスモデルの変革を更に加速させます。
　設立する合弁会社を通じて、お客様の幅広いニーズに答え
ながら事業の拡大を実現していきます。

　クラリベイト・アナリティクス（本社：米国フィラデルフィア）が
選考する「Derwent Top100グローバル・イノベーター2020」
に選出されました。当社が選出されるのは2015年度から5年
連続となります。
　本アワードは、世界的な情報サービス企業であるクラリベイト・
アナリティクスが保有する特許データを基に、同社が独自に知財・
特許動向を分析し、世界で最も革新的な企業・機関100社を選出
するものです。本アワードの評価は、「特許数」、「成功率」、
「グローバル性」、「引用における特許の影響力」の四つの基準が
用いられています。当社はこれらの基準のうち、他社の発明の
中で引用される特許数を示す「影響力」で特に高い評価をいた
だきました。
　当社は、創業の精神である「技術立社」を受け継ぎ、世界一・
世界初にこだわった研究開発を進めています。今後も、事業の
永続的な発展を支える技術開発をグローバルに展開し、その技術
を通じて社会に新たな価値を生み出すことで、持続的な企業価値
向上を図ります。

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 櫻井諭様（左）よりトロフィーを授与される
安川電機 代表取締役社長 小笠原浩（右）

　経産省の主導のもと教育機関と産学が相互に連携する
ことで、将来のロボット関連人材の育成を推進するもの
で、2020年6月24日に設立されました。川崎重工業株式
会社、株式会社デンソー、ファナック株式会社、株式会社
不二越、三菱電機、平田機工株式会社に当社を含めた
ロボットメーカー7社とFA・ロボットシステムインテグ
レータ協会、独立行政法人国立高等専門学校機構が
参画します。

「未来ロボティクスエンジニア育成協議会」について

＜古賀選手コメント＞
この度は「実業団  o f  The Year」の
Finalist アスリート賞をいただけて大変
光栄に思います。賞をいただけると思っ
ていなかったので、正直驚きのほうが大
きいです。今回の受賞を自信にして、
もっと安川電機の名前を広めていける
ように練習していきます。
また、今後も更に応援していただけるよ
うに努力、精進してまいります。

教育機関

◎国立高等専門学校機構

◎全国工業高等学校長協会

◎高齢・障害・求職者雇用支援機構

産業界

川崎重工業

デンソー

平田機工

ファナック

不二越

三菱電機

安川電機

Sler協会

・・・・・・・・・・・ C H E R S I  ・・・・・・・・・・
マッチング

★講師派遣　★ロボット提供　★シミュレータ提供

★工場見学　★勉強会　★インターンシップ受け入れ
★ロボットスクール受講

★副読本作成等


