特集

i 3-Mechatronicsによる

スマートなモノづくりの実現

SEMICON Japan 2021

2021年 12 月 15 日（水）〜17日（金）
会場／東京ビッグサイト
主催／ SEMI ジャパン

国内外からの注目を集める4 つの大規模展示会に、安川電機は過去最大規模の展示スペースで出展します。

第21 回 Photonix

出展
ご案内

2021年 12月 8日（水）〜10 日（金）

SEMICON JAPAN 2021 2021年 12月 15日（水）〜17日（金）
第6 回 スマート工場EXPO 2022年 1月 19日（水）〜21日（金）
IIFES 2022 2022年 1月 26日（水）〜28日（金）

展示会最新情報は
e-メカサイトで
ご確認ください。

東 1 〜 5 ホール

ホームページ／ http : //semiconjapan.org

半導体産業における製造技術、装置、材料などが結集するエレ

のウエハ搬送用クリーンロボットSEMISTAR-GEKKOをご紹介

クトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会「 SEMICON

いたします。その他、新製品 AC サーボドライブΣ- Xシリーズや

JAPAN 2021」が2021年12月15日（水）〜17日（金）の3日間、

YRM - Xコントローラを始めとした豊富な製品ラインアップで、
半導体製造の生産性向上や「止まらない設備・工場」の実現を

東京ビッグサイトで開催されます。
安川電機ブースでは、
ダイレクトドライブモータを採用した最新

ご提案いたします。

第 21 回 Photonix

2021年 12 月 8 日（水）〜10 日（金）
会場／幕張メッセ

8 ホール

主催／ RX Japan 株式会社
ホームページ／ https : //www.photonix - expo.jp

「レーザー加工」
「光学部品・材料」
「光計測・分析」の3つの専門
ゾーンから構成される、光・レーザー関連技術の総合展「第21回

Photonix 」が2021 年 12 月8日（水）〜10日（金）の 3日間、幕張
メッセで開催されます。
安川電機ブースでは、サーボモータとの同期制御による高速・

ガルバノスキャナ

MIRAMOTION

高精度化、銅の溶接に最適な青色レーザーなど業界のトレンドに
対応したガルバノスキャナ
「MIRAMOTION」
を様々な事例を交え
ご紹介いたします。ぜひご来場ください。

主な展示品

主な展示品

● ガルバノスキャナ MIRAMOTION

● 半導体製造ソリューション

・マルチモードファイバーレーザー専用
3Dガルバノヘッドユニット YD -3000 M
・マルチモードファイバーレーザー専用
2D小型ガルバノヘッドユニット YD -2000 M
※MOTOPAC - RL 2D 搭載ガルバノ

半導体ウエハ搬送用クリーンロボット
SEMISTAR-GEKKO シリーズ

・3 Dガルバノスキャナユニット
YD -300（ブルーレーザー対応）

西・南展示棟

・2Dガルバノスキャナユニット
YD -200（他軸モータ同期動態展示）

入口

● 故障予知・異常予兆検知ソリューション

安川電機ブース

● 人協働ロボットによる半導体工場の
自動化ソリューション

56-24（8ホール）
● お問い合わせ先 : 営業本部 自動車営業統括部 西部営業部 レーザーソリューション営業課
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YASKAWA NEWS No. 336

TEL: 048-871-6892 FAX : 048-871-6920

安川電機ブース

4537（東4ホール）
● お問い合わせ先 : 営業本部 半導体市場営業統括部

りんかい線
「国際展示場」駅

ゆりかもめ
「東京ビッグサイト」駅

TEL: 03-5402-4546 FAX : 03-5402-4408
YASKAWA NEWS No. 336
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第 6 回 スマート工場 EXPO

IIFES 2022

会場／東京ビッグサイト

会場／東京ビッグサイト

2022年 1月 19 日（水）〜21日（金）

2022年 1月 26 日（水）〜28 日（金）

東 7 ホール

主催／ RX Japan 株式会社

西 1 ・ 2 ・ 4 ホール

主催／日本電機工業会、日本電気制御機器工業会、
日本電気計測器工業会

ホームページ／ https : //www.sma - fac.jp

ホームページ／ https : //iifes.jp

スマート工場、スマート物流を実現するための I oTソリュー

経営課題の解決に貢献するソリューションをご紹介します。自動化

オートメーションと計測の先端技術総合展示「IIFES 2022」が

業界最高のモーション性能を誇るACサーボドライブは装置性能

ション、FA/ロボット、AI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 6 回スマート工場 EXPO 」が 2022 年 1 月19 日

技術とA I / I oTノウハウを統合したデータソリューションは、当社

2022年1月26日（水）〜28日（金）の3日間、東京ビッグサイトで

を最大限に高めるだけではなく、サーボにより収集したデータを

のみならず関係会社やパートナー企業との共創で実現します。

開催されます。

活用することで止まらない装置・生産性の向上を実現します。

i -Mechatronicsが目指すスマート工場の姿、そして生産現場

（水）
〜21日
（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催されます。
安川電機ブースでは、生産管理の効率化や品質保全といった

のデータ活用について、事例も交えながらご提案します。

主な展示品
● FA / I Tパートナー企業との共創による経営課題の解決

生産現場のデータの視える化・活用について、
当社工場での事例を交えてご紹介します。
止まらない工場、トレーサビリティー確保、変種変量生産
といった課題に対するソリューションをご覧ください。
● 工場 DXを支えるデータ分析
工場設備の I oT化と A I 活用事例

● 生産性向上

皆様の課題を解決するため、FA・IT 双方の領域にて
パートナー企業と共創活動を行っている事例をご紹介します。

・新コンセプトコントローラ YRM -Xコントローラ
・業界最高のモーション性能 AC サーボドライブ Σ-Xシリーズ
● 設備を止めないデータ活用
・センシングデータを活用 サーボの異常検知機能
・データ活用での予防保全 インバータによる異常予兆検知

安川電機ブース

● 省エネ &省力化

52-1（東7ホール）

スマート工場・工場 DXを始めるにはデータの
分析基盤が欠かせません。
数あるデータの中から分析するべき
データ選定、IoTやA I を用いたデータ収集、
生産現場での活用事例まで、
図面イメージを使ってご紹介します。

・カーボンニュートラル実現に貢献

東展示棟

安川電機ブース

インバータwithモータによる省エネ &省力化
西・南展示棟

4-18（西4ホール）

・CO 2削減に貢献するウルトラ効率

入口

エコPMモータ フラットタイプ（参考出品）

入口

「IIFES 2022」オンライン展示会

会場でご紹介するコンテンツは
当社特設ページでも公開予定です。

オンライン展会期：2022年1月19日
（水）
〜31日
（月）

● お問い合わせ先 : 営業本部 事業企画部 販売企画課
YASKAWA NEWS No. 336

また、
インバータのデータ活用による予防保全やカーボンニュー
トラル実現に貢献する安川省エネソリューションをご提案します。

主な展示品

● データを視える化し、動きに変える
生産管理の効率化と品質保全
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i -Mechatronicsの実現に向けた「モノ

づくり現場」
に特化したデータソリューションをご提案いたします。

安川電機ブースでは、3
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りんかい線
「国際展示場」駅

ゆりかもめ
「東京ビッグサイト」駅

TEL: 03-5402-4665 FAX : 03-5402-4554

2022年1月26日〜2月25日まで開催いたします。

りんかい線
「国際展示場」駅

ゆりかもめ
「東京ビッグサイト」駅

詳細は主催者サイトをご参照ください。

● お問い合わせ先 : モーションコントロール事業部 ソリューション技術部 推進課

TEL: 04-2962-5470 FAX : 04-2966-0746
YASKAWA NEWS No. 336
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