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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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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

3

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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New Products

新製品

安川電機の技術を一貫して開発しイノベーションを興す開発拠点

生産性の高い塗装ラインを構築する塗装用途オープナーロボット

安川テクノロジーセンタが本格稼働開始

MOTOMAN-MPO40を発売
自動車ボディーの塗装時には、エンジンフードやテールゲート

トピックス

MOTOMAN-MPO40（可搬質量40kg、最大リーチ4550ｍｍ）

当社は、お客様からの要求にスピーディーに対応できる開発

大学、そしてベンチャー企業などとの共創を生む環境を設け、

の開閉を行い、それらの外側、内側を効率よく均一に塗装する

を製品化しました。

体制の構築を目的に、基礎技術開発、生産技術開発、製品開発、

競争力があり、高い市場性が見込める新たな技術開発を行って

必要があります。従来は、塗装ロボットの先端部に、塗料を吹き

製品・設備設計、品質管理から量産試作までを一貫した開発拠点

いきます。

出す塗装用ガンと、エンジンフードなどを開閉するハンドの両方

MOTOMAN-MPO40は、大型化するエンジンフードやテール
ゲートを上下へ開閉するのに充分な可搬質量 40 kgを確保して

を装備した塗装ロボットで対応していましたが、開閉を行ってい

います。また、壁掛け設置ができることから、塗装ブースの上方へ

る間は塗装作業ができなくなります。また、塗装作業ができない

設置することで、空間を有効に活用でき塗装ロボットとの干渉も

時間帯をカバーするために塗装ロボットを増やせば、ロボット同

避けることができます。さらに、最大リーチが 4550ｍｍと長い

2021 年 3 月に建屋が完成、その後開発のための環境を整備し、
9月1日から本格稼働を開始しました。
近年、当社を取り巻くFA関連の市場では、労働力の不足や変種

士の干渉を回避するために塗装範囲が制限されてしまいます。

ため、走行機構なしで自動車ボディーへの作業が可能です。
これ

変量生産といった多様化するものづくりの変化を背景に、生産

そこで、塗装ブース内で塗装ロボットと協調しながらエンジン

らの特長により、塗装ブースの塗装作業の効率化やコンパクト化

設備や機械の高度化・自動化に加えICT技術を活用した取組みが

を実現します。

グローバルで急速に進んでいます。このような環境下で、当社は

フ ード な ど の 開 閉 を 行 う 塗 装 用 途 オ ー プ ナ ー ロ ボット

「安川テクノロジーセンタ」の建設を進めてきました。このたび

当社は安川テクノロジーセンタを中核に、革新的かつ効率的
な開発環境を実現するとともに、世界初・世界一にこだわった
製品の開発にまい進していきます。
安川テクノロジーセンタ 外観

2017年に発表した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）」
を通じ、
ものづくりの現場のセル
領域における自動化＋デジタルデータマネジメントによるトータル
ソリューションをご提案しています。
そのソリューション力を高めていくため、
これまで製品ごとに
そ れぞ れの 事 業 部で行っていた技 術 開 発 の 機 能を一ヶ所に
集約し、IT を活用した情報共有を基盤として技術力と開発の
スピードを格段に向上させていきます。また、外部との技術連携
によってもオープンイノベーションを図っていきます。具体的には

MOTOMAN - MPO 40

当社の3つのコア技術である
「モーション制御」、
「ロボット技術」、
「パワー変換」に対して技術的な相関のあるパートナー企業や
主な用途

技術者の交流が生まれるミーティングスペース

自動車ボディーの塗装支援

高密度配置を可能とするロボット構造
壁掛け設置方式の採用により、塗装ブース側面または上方へ

塗装ロボット

のロボット設置が可能です。塗装ロボットの近くで動作しつつ、
塗装ロボットの作業領域に入らないことで、作業効率の向上
と高密度配置を実現します。
これらにより、塗装ブースのコン

オープナーロボット

MOTOMAN - MPO 40

パクト化やラインの短縮が可能で、ランニングコストの低減
および環境性向上へも貢献します。

広い動作範囲
最大リーチ4550ｍｍにより、自動車ボディー前後にあるエン
ジンフードから、テールゲートまでのアクセスが可能です。
また、ライン上にとどまっている、あるいはライン上を移動

各地域の防爆仕様に適合

している自動車ボディーに対して走行機構なしで開閉動作を

塗装ブース内では、噴霧された塗料への引火により爆発事故

行うことができます。さらに、上下ストローク2000ｍｍ以上

が発生してしまいます。そのため、塗装ブース内で使用される

を確保しており、近年販売台数を伸ばしているＳＵＶタイプの

機器については、防爆仕様の適用が法律により義務付けられ

車両など、テールゲートの開口可動域が広い自動車ボディー

ています。本機種は、日本国内での防爆仕様の認証を得て

であっても、高い位置までテールゲートを引き上げることで

います。またお客様のご要望に応じて欧州、米国、アジア等

内側の塗装が容易となります。

の海外防爆仕様の認証取得を行っていきます。
● お問い合わせ先 : ロボット事業部 事業企画部 営業推進課
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TEL: 093-645-7703 FAX : 093-645-7802

開発機能の集約

一貫した開発体制

オープン
イノベーション

ロボット技術

ドライブ技術

コントローラ技術
生産技術開発
基礎技術開発

モータ・アクチュエータ技術

信頼性技術

生産技術

IoT技術
「安川テクノロジーセンタとは」

製品開発

製品・設備設計

品質管理

量産試作

https://www.yaskawa.co.jp/technology/about-ytc

産学連携を加速させる共同研究の推進

● お問い合わせ先 : 広報・IR部

TEL: 093-588-3076 FAX : 093-645-8831
YASKAWA NEWS No. 336
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To p i c s

トピックス

トピックス

畜産・農業生産・流通販売の3分野を中心に自動化への取組みを加速

JA 全農と業務提携を締結

社会福祉法人太陽の家と連携して障がい者雇用を促進

安川電機 別府分室を開所

当社は全国農業協同組合連合会（以下「 JA全農」）
と、
「日本の
農業の発展と日本の食と農の国際競争力強化に貢献すること
を目的」として、2018 年 12 月から業務提携を行い、畜産・農業
生産・流通販売の3分野を中心に自動化技術の可能性を検討して
います。現在はテスト農場である“ゆめファーム全農 SAGA ”
（佐賀県）において「きゅうりの葉かき作業」の自動化実証などを

当社は、障がいに関係なく、希望や能力に応じた就業を通じて

は、1965年に設立された障がい者に働く機会を提供し、
自立生活

誰もが社会に参加できる
「共存社会」の実現に努めるため、社会

を支援する社会福祉法人です。創設者の中村裕博士は、障がい

福祉法人 太陽の家と連携して、障がい者に働きがいのある職場

者は仕事を持ち自立することが最も必要であるという信念で
「保護より機会を」
「 世に身心障がい者はあっても仕事に障害は

を提供する
「安川電機 別府分室」
を開所しました。

進めています。また 2021 年度からは、安川グループの開発と
生産技術の機能を集約した安川テクノロジーセンタを活用しな
がら「いちごの選果作業」の自動化など、スマート農業の具体化
を目指した取組みを加速します。

当社は中期経営計画「Challenge 25 Plus」
でサステナブルな

あり得ない」
という理念の下、太陽の家を創設されました。当社

社会の実現を掲げており、障がいの有無に関係なく働きがいの

もその理念に共鳴し、障がい者に働く機会を提供し、障がい者

ある職場づくりを目指しております。当社が連携しました太陽の家

雇用を促進することを目的に
「別府分室」
を開所しました。

JA 全農は日本農業界の代表であり、農作物の生産・流通・
販売の全てにおける全国の農業関係者の声を集め、次の時代の

● お問い合わせ先 : 広報・IR部

農業の在り方についての知見と今後の目指すべき日本の農業の

TEL: 093-588-3076 FAX : 093-645-8831

在り方を具体的に描いています。一方、当社は2025 年ビジョン
の主な戦略として、工場の自動化／最適化、そして、メカトロニ
クスの応用領域への挑戦を掲げている中で、100 年にわたり
培ってきた技術を食品生産・農業分野の自動化の促進に活用
する活動を推進しています。

より分かりやすくタイムリーに技術情報を発信

業務提携の基本理念である
『工業用ロボット技術の国内農業

「技報 安川電機」のコンテンツリニューアルと
ウェブサイト掲載への移行について

現場への活用推進を行い、農業生産・加工・流通現場における
労働力不足の解消、現場労働の作業軽減と効率性の向上、なら
びに消費市場への安全・安心な農畜産物の供給体制の強化に
向けた新たな事業モデルを構築』
を共有し、JA全農と共同で農業
分野の新たな自動化を探究し、具現化してまいります。

事例① 安川テクノロジーセンタにおける“いちご選果ロボット”

当社は、これまで製品情報、技術に関する研究開発の情報、
業界の技術動向などを技術情報誌｢技報 安川電機｣として発行
してきました。このたび、詳しい技術情報は「技術論文」として
名称を変更する一方、より多くの方々に当社の技術について
知っていただくために、技術の概要を簡潔なレポート形式で紹介
する「テクニカルレポート」を新たに制作し、2 本立てにリニュー
アルします。またタイムリーに最新の技術情報を発信していく
ために発行形態を冊子とウェブサイト（企業サイトのテクノロ
ジーカテゴリー）の併用からウェブサイト掲載のみに移行します。
これに伴い、1935 年から86 年にわたり冊子として発行して
きた「技報 安川電機」は2021 年 4 月26日発行「 2020 年技術の
成果」
（通巻318号）
をもって最後の発行になります。
今後はウェブサイトで、
この発信コンテンツのリニューアルを
機により分かりやすくタイムリーに技術情報を充実させていき
ます。

こちらからご覧いただけます。

事例② ゆめファーム全農SAGAで実証中の“きゅうり葉かき実証ロボット”

「テクノロジー」

https://www.yaskawa.co.jp/technology

● お問い合わせ先 : 広報・IR部
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Exhibition Information

展示会

オートメーションと計測の先端技術総合展

MECHATROLINK協会「IIFES 2022」出展案内

MECHATROLINK 協会（ MMA ）は、2022 年 1 月26 日（水）
〜 28 日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「 IIFES 2022 」
に出展いたします。
（西4ホール 小間番号4-24）
MMAブースでは、新世代の産業用ネットワーク「MECHATRO
LINK -4 」と「Σ- LINK II 」のデモンストレーションとプレゼン
テーションで分かりやすくそのメリットをご説明します。
他にも、多数のラインアップとMECHATROLINK 対応製品
を持つメンバー企業 8 社による実機展示コーナーもブース内に
設け、お客様の課題相談やシステム提案を実施します。
ブースにお越しいただいた方には、オリジナルノベルティも
ご用意しております。
皆様のご来場をお待ちしております。

主な出展メンバーのご案内（敬称略）
（★印は、MMAブース内でのデモ展示および各社説明員による対応あり）

株式会社 エム・システム技研
オリエンタルモーター株式会社

東京五輪に沸いたこの夏、当社陸上部は合宿先で大会を観戦

CKD日機電装株式会社
★

https://sports.yaskawa.co.jp/track-field/

し、1500 m では見 せ 場 なく4 位に終わってしまいましたが 、

しました。陸上競技においても同世代の選手達が熱きレースを

5000mでは先頭を引っ張る果敢なレースを展開しました。まだ

見せてくれました。競技者にとって五輪は憧れの舞台。2024年

まだ課題はありますが、今後の成長を期待してください。
また 10 月の中国実業団記録会 5000 m では山瀬大成選手と

パリを目標とする選手も、また他の目標を目指す選手達もそれ

江口大雅選手の 2 名が出場し、両者ともにシーズンベストで走り

ぞれが目標に向かって夏合宿に励みました。

ましたが、
こちらも課題の残るレース内容となりました。

9月にヤンマースタジアム長居（大阪市）で全日本実業団陸上
が開催され、先陣を切って当社から3 名の選手が出場しました。
ジュニア男子 1500 m・5000 m の両種目に新郷幸聖選手が出場

株式会社 キーエンス
株式会社 システック

駅伝日本一へ向け夏合宿

パリ五輪日本代表を目指す選手達の戦いは既に始まっています。

株式会社 エニイワイヤ ★

陸上部のメンバー紹介や大会結果、
スケジュールなど詳しい情報は
陸上部公式サイトでご確認ください。

チーム目標は駅伝日本一ですが、個人競技においても日本
トップクラス、
また世界を目指していきます。今後とも応援のほど
よろしくお願いします。

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
日本電気株式会社 ★
日本テキサス・インスツルメンツ合同会社 ★
株式会社 ネクスコム・ジャパン

会

期

2022 年 1 月 26 日（水）〜 28 日（金）
10 : 00 〜 17 : 00

会

場

東京ビッグサイト

主

催

U R L

MMA ブース小間番号： 4-24（西 4 ホール）
一般社団法人 日本電機工業会（ JEMA ）
一般社団法人 日本電気制御機器工業会（ NECA ）
一般社団法人 日本電気計測器工業会（ JEMIMA ）
https : //iifes.jp

株式会社 マイクロ・テクニカ ★

MOVENSYS株式会社 ★
株式会社 安川電機 ★
横河電機株式会社 ★
※会期中の状況により対応が変更となる可能性があります。

選 手 コ メ ント

新郷 幸聖
今回の大会では1500mと5000mに出場させていただきましたが、
どちらのレースも個人的には満足で
きない悔しいものとなってしまいました。
しかし、1500mはセカンドベスト、5000mでは一時、先頭を
引っ張るという貴重な経験もできました。これを糧に今後も目標に向けて努力を続けてまいりますので、
応援のほどよろしくお願いいたします。
◆ 2021年7月〜10月の主な戦績
日 程

● 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 事業パートナ拡大推進課 TEL: 04-2962-6359

10

YASKAWA NEWS No. 336

FAX : 04-2962-6138

大

会

名

7月 10日
7月 14日

ホクレンディスタンス2021北見大会

8 月 1日

第2回鞘ヶ谷記録会

9月 24日 〜26日

第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会

10月 2日

ホクレンディスタンス2021網走大会

第3回中国実業団記録会

成

績

10000m ：古賀淳紫選手 A組11位、加藤風磨選手 B組18位
5000m ：古賀淳紫選手 A組15位、岡田浩平選手 A組22位、
大畑和真選手 B組10位
5000m ：加藤風磨選手 1位、山口晟弥選手 3位、鈴木雄太選手 5位（初レース）、
高橋尚弥選手 10位
10000m ：加藤風磨選手 34位、岡田浩平選手 50位
Jr5000m ：新郷幸聖選手 9位
Jr1500m ：新郷幸聖選手 4位
5000m ：江口大雅選手 7組8位、山瀬大成選手 7組12位
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