AGBOT 基本仕様 Specification
基本仕様

説明

ロボット

電源供給

日本電産シンポ製

制御︓WISEBOX

WISEBOX を搭載しソフトウェアアライメントを実⾏することで、AGV の停止精度に関わらずロボット
を安定的に制御することが可能です

⾛⾏性能

レーザースキャン方式による無軌道式

教示方式

ロボット部︓AGBOT 操作パネルより専門知識不要で直観的に教示が可能。
またはメーカー提供のティーチングペンダント等による教示も可能
AGV 部
︓AGBOT 操作パネルよりルートティーチング可能。メーカー提供のタブレットにて教示する
ことも可能。またはサーバーシステムからのルート情報を受けとることも可能

給電方式

ワイヤレス給電

送電側（オプション対応）

ワイヤレス給電︓三相 200/220V±10%

受電側

AGBOT 内部に受電ユニット D-Broad Slim 搭載

ダイヘン製 D-Broad Slim

（または

6 ⾃由度）

専用の充電器からワイヤー給電も可能︓予定）

（予定︓専用充電器︓単相 100V）
非接触にて充電が可能

AGV 位置精度︓±10~30mm

補正軸

±X-Y-θ方向（水平方向はオプション）

補正範囲（許容範囲）

X 方向︓±60mm

補正後繰返し精度

WISEBOX の補正制御によりロボット手首先端において

運搬用積載棚

660mm(W)×365mm（H）×220mm（D）

運搬性能

最大積載重量︓50kg

通信機能

Wi-Fi 機能搭載

ローカル通信

お客様の環境により個別に対応します（光通信、Bluetooth、RFID、バーコードリーダーなど）

稼働範囲

垂直リーチ 2400mm

ロボット可搬重量

10kg

旋回角度精度︓±3deg（WISEBOX の補正制御でこの誤差を吸収します）

ハンド

オプションにてグリッパ―方式でお客様ごとに対応

Y 方向︓50mm

θ軸︓±10deg（AGV 停止位置誤差に対する補正可能範囲）
±0.5mm

棚サイズは可変

水平リーチ 1200mm

⾛⾏機能

前進、後進、旋回

⾛⾏速度

30m/min

誘導方式

固定経路

路⾯勾配／段差

3％以下／5mm Max

最⼩通路幅

1100mm

無給電・連続運転時間

AGV 部およびロボット部を連続的に動作させた場合

サーバーとの接続用

Wi-Fi

その他

安全装置

移動型人協働ロボット（垂直多関節型

AGV 部停止精度

インターフェース タブレットとの接続用

サーバー機能

S-CART カスタム

タイプ

ロボット

基本仕様

HC-10DT を搭載

AGV

AGBOT（WISEBOX）

概要

安川電機製人協働ロボット

（最高 60m/min まで設定可能

30m/min 以上で使用の場合はご相談ください）

無軌道方式（登録された MAP データとレーザースキャンによる位置同定）

無給電で最大２H（弊社測定）

Bluetooth
ローカル通信用としてお客様の環境に合わせたインターフェースを個別に対応

AGBOT 搭載機能

AGBOT のステータス情報のアップロード（現在位置、アラーム情報、稼働状況など）
MAP 情報、⾏先指令、ロボットティーチングデータなどのダウンロード

サーバー側の機能

管制システムとして複数台の AGBOT を管理、動作の優先順位指令、MAP 管理、ロボットのティーチング
データ、ローカル環境データなど各種データの共有化を⾏う、

ロボット部

PFL（Power and Force Limiting）機能

退避機能

周辺監視機能

非常停止ボタン（ロボット連動）
AGBOT（AGV 部含む）

障害物検知センサー（前後）進⾏方向の障害物を検知し減速、さらに接近で停止
バンパーセンサ

バンパーに接触することで停止

周辺の状況を監視し、人の接近などがあれば速度を低下させたり、停止させたりします

保護構造
オプション

⾞体仕様

ロボット部

IP20（IP67 選択可）

AGBOT（AGV 部含む）

保護構造なし

追加可能センサー

水平補正

ハンドグリッパ―

グリッパ―方式（個別対応いたします）

送電ユニット

ワイヤレス送電器、ダイヘン製 D-Broad Slim（または専用ワイヤー接続式充電器︓予定）

駆動輪／補助輪

φ120 タイヤ

外形寸法

高さ︓1558mm

総重量

（必要な場合は、ジャケット、カバーなどにて対応）

カメラによる位置補正

⼒覚センサーによる推⼒補正など

ウレタン（硬度︓HS80
幅︓704mm

⾊︓緑）／φ50

4輪

ウレタン

⻑さ︓954mm

240kg（収納棚は空の状態）

ワイヤレス給電 Power supply
ダイヘン製 D-Broad 標準搭載

ワイヤレス充電で 24 時間の稼働を実現します

位置ズレに強い
据付が簡単
作業中に充電

株式会社三明

送電側プレート

http://www.sanmei.co.jp

〒424-0825 静岡県静岡市清水区松原町６－１６

三明電子産業株式会社

受電側プレート

株式会社三明

電話：054(353)3271 FAX：054(352)1648
電話：054(335)5588 FAX：054(335)5724

記載の内容は予告なく変更する場合がございますので、正式な内容については都度弊社にお確かめください。

カタログ No.20A-01A

AGBOT 制御内容（WISEBOX 搭載） Control contents
ロボットの位置補正動作

サーバー機能

搭載の WISEBOX が AGV の停止位置を毎回センシン

管制システムの提供

MAP 情報を管理し、AGBOT の⾛⾏ルートの設定や必要に応

グし、正確に動作するための補正データを生成

じた⾏先を AGBOT に対し指令します。また複数の AGBOT

作業エリアに到着した AGV の位置や傾き、さらには姿勢な

の⾛⾏位置を監視し、最も効率的な運用稼働を実現します。

どをセンシングし、その情報を補正データとしてロボットに
指令することでロボットはティーチングどおりに動作する

情報の共有

ことが可能となります。

サーバーを通じて情報の共有が可能です。
ティーチングデータ、MAP データ、ローカルデータなど

作業対象
θ

Y

X

X-Y- θ 方 向 の

X-Y-θ 方向の位置を計測し、ロボ
ットに補正データを渡します。
（水平方向はオプション）

ロボットの使用環境は今後大きく変化していきます。これまでは固定されていたロ
ボットですが、これからは⾃由に動き回り、人との協働性をさらに拡張していくと考
えられます。しかしロボットが⾃由に動き回ることを制御するのは容易なことではあ
りません。それは AGV の停止状態によりロボットの位置や姿勢などが常に変化するた
めです。
「AGBOT」は不確定な状況の中でも確実な動作ができる移動型ロボットです。

MAP データ（JPEG ファイルなど）

ルート設定
無軌道（ガイドレス）方式なのでルートの設定は簡単、変更も⾃由
ルートティーチングは AGBOT の操作パネルで⾏うことが可能ですが、メーカーの提供する
タブレットでの教示、またはサーバーからのデータを受けとることも可能です。無軌道方式
なので、⼯場のレイアウトの変更などにも簡単かつ柔軟に対応が可能です。

ロボットのティーチング
直観的な操作で簡単ティーチング

特徴

Features

１．AGV の停止位置の誤差をすべて吸収し、ロボットを高精度に制御することが可能です
２．人協働ロボット（安川電機製 HC-10DT）を使用していますので、安全柵などの設置が不要です

ロボットティーチングは AGBOT の操作パネルで⾏うことが可能です。専門的な知識やロボ
ット操作に習熟していない作業者でも、直観的な操作でロボットのティーチングを⾏うこと
ができます。またはメーカーの提供するティーチングペンダント、さらにサーバーからのデ
ータも受けとることが可能です。

３．無軌道（ガイドレス）⾛⾏を⾏いますので、ルートの変更が簡単に⾏えます

システムのご提案

４．専門知識や熟練技術がなくても直観的にロボット操作が可能です

AGBOT1 台のシステムから大規模システムまで

５．ワイヤレス給電により、稼働中でも充電が可能。24 時間連続運転を実現

Suggestions
共有データ

お客様の⼯場のレイアウトやタクトタイム、ロボットが⾏う作業内容などに

・MAP データ

合わせ、AGBOT の⾛⾏性能の検証、台数の設定、給電計画、生産管理システ
ムとの連携など、サーバーを活用した大規模なシステムから 1 台の AGBOT

性能

Performance

１．最大 30m/分の速度でロボットが⾛⾏します（60m/分までの設定は可能）
２．AGV 上のロボットの先端部分において、繰り返し精度±0.5mm を実現します

Wi-Fi

の利活用など、お客様の御要望に応じたシステムのご提案を致します。

サーバー

AGBOT 位置情報
アラーム情報
マシン情報

・AGBOT 位置情報

お客様生産管理システム

FROM TO

安全性
リスクアセスメントのご提案

・ロボットデータ

運用管制システムのご提案

３．収納棚を内蔵 大量搬送に対応しています
４．ロボットの可搬重量は 10kg です（安川電機製 HC-10DT 搭載）
５．AGV の周辺に人が接近したことを察知し、ロボットは安全モードとなります

大量搬送機能

マシン①

マシン②

生産⼯場内

マシン③

AGV ⾛⾏環境
⾛⾏性能の検証

ロボットティーチング

Mass transport

ロボットでピックアップしたワークやトレーなどを収納することが可能です。
収納スペース︓660mm(W)×365mm（H）×220mm（D）
最大積載重量︓50kg
棚位置調整 ︓ワークなどのサイズに合わせて可変できます

ルートティーチング
ローカル通信
・補正データ
・ティーチングデータ選択
・環境データ
（充電器有無）など

検査装置

入庫棚

出庫棚

給電計画

AGBOT は「AGV＋ROBOT」の意味で、三明の登録商標です

