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▪技術的な課題の解決

     ▪統合における問題の克服

          ▪スマートファクトリーの実現



会社情報
こんにちは。弊社はテックマン・ロボットと申します。

当社は , 協働ロボット技術とビジョン技術を合わせてリーダー企業であり , 自動化技術の開発
と応用を通して生産環境の改善し , 世界各地企業の仕事をより価値に専念しています。

適切なロボット技術の適用が世界の変化を備えて , 業界全体に永続的な効率・生産力・創造力
を影響をもたらすことができると確信しています。すべての企業現代化が前進させるために有益
な技術を活用できるべきであると考えています。

したがって , 技術的な知識とスキルを駆使して , すべてのものをスマートかつシンプルに作成し , 
境界を打ち破り , 課題を解決し , 業界のニーズに応えることに努めています。

テックマン・ロボットでは、あらゆる企業自動化のためにギャップを埋めています。 会社概要
テックマン・ロボットは 2016 年に設立され , 台湾を拠点とする唯一の協働ロボットメーカーです。
自社開発されたビジョンシステム , ソフトウェア , およびアプリケーションベースのソリューションが組み込まれた
協働ロボットを , 世界中の 100 以上の代理店販売業者を通じて市場に提供しています。 

本社および生産工場は , すべて台湾北部の華亜工業テクノロジーエリア内にあり , 製品の研究、開発、生産、製造の
すべてをカバーしています。親会社である Quanta Storage ある R＆D チームと , その親会社である世界最大の
ノートブックメーカーである Quanta Computer 社のグローバルリソースの恵まれでいます。厳格な製造および
品質管理基準により , 当社の工場は , ISO9001, ISO14001, ISO10218-1 および ISO/TS15066 によって検証
されています。テックマン・ロボットは , 「台湾製」の看板を掲げる優良な製品を提供することで知られています。

最初の TM5 ロボットを発売してからわずか 3 年半で , 世界で 2 番目に大きな協働ロボットブランドとなりました。
以来 , 当社は急速に国際市場への進出を展開しています。高い需要に対応するため , 2019 年の初めに工場を拡張し , 
生産能力を増えるし , 並外れた生産品質を確保しました。また , 上海 , 釜山に支店を開設し , 常熟 , 深セン , 重慶 , 
オランダのアルブラッセルダムに複数の海外営業所を開設し , 世界中のお客様に現地サポートサービスを提供し , 
スマートな製造とオートメーションのベンチャーをサポートしています。

テックマン・ロボットは台湾 , 米国 , 中国で多くの特許を取得しており , 現在さらに数十件の特許が審査中です。
業界をリードする協働ロボットは , iF 製品デザイン賞 , レッドドット賞 , ゴールデンピンデザイン賞 , COMPUTEX d＆i 賞 , 
台湾エクセレンス賞など , 一流の表彰団体からも認められています。
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ISO 10218-1:2011     ISO/TS 15066:2016

ロボットに内蔵したスマートカメラシステム
TM ロボット は視覚システムのハードおよびソフト設備を統合し、世界初の
カメラを内蔵したコラボレーションロボットであり、 これまでの様な複雑なカメラ
部品と設定は不要です。スマートカメラはテンプレート比較、部品位置決め、
画像強調、バーコード認識、色彩分類等の機能を含み、シンプルな設定を通
して簡単にロボットの作業を設計できます。

高い柔軟性の配置
スマートカメラの位置決め機能は、ロボットと作業デスクが分離でき、
ロボット架台の固定は不要です。随時異なる作業場にロボットを移動し、
ただちに異なる作業を展開できます。

5 分間で視覚的ピックアンドプレイスティーチングを完了します
TM ロボットのダイレクトティーチングとスマートカメラシステムを合わせ、5 分
以内にピックアンドプレイスのティーチングを完了する事ができます！

ユーザーインターフェースの革新
TMflowTM は理解と使用が難しかったこれまでの工業用ロボットのインターフェース
を簡素化し、各ツールのモジュール化、図面化を行いました。タブレット、
ノートパソコンまたはスクリーン、キーボードおよびマウスにより、ロボット
作業の編集を開始することができます。

ユーザーが直接ロボットを動かします
優れたダイレクトティーチング機能では、ロボットに設置したボタンを使用して
簡単にロボットを動かして位置を記録できます。ティーチングは簡単です。

学習の苦痛はなく、簡単に始められます
TM ロボットはユーザー体験の最適化を図り、編集フローを簡素化した全く
新しいシステムです。私たちは、情報変化が早い時代において、十分に早く
最新技術を把握し、さらに TM ロボットと共同でインダストリー 4.0 の時代を
生き抜くことを期待しています。

協働作業における安全規格取得
TM ロボットは ISO 10218-1:2011 と最新の安全規格 ISO/TS 15066:2016 の
人員とロボットの協働作業の安全要求に合致します。ロボットが物体の衝突を
検知した場合、直ちに移動を停止して人員の安全を確保します。

ストレスフリーの操作環境
TM ロボットは、革新的な技術と各種安全機能の行き届いた設計により、
操作中に随時迫られた危険な状態を回避します。これにより安心して使用でき、
さらに効率的に各種自動化作業を実現できます。

| スマート

| シンプル

| 安全



安全上の懸念に起因する人間と機械のギャップ

展開の難しさに起因する人間と機械のギャップ

メンテナンスの難しさに起因する人間と機械のギャップ

システム統合の難しさに起因する機械と機械のギャップ

CLOSING THE GAPTM

▪テックマンのロボット

直感的でグラフィカルな
コンパイルプロセス 複雑なコーディングプロセス

▪テックマンのロボット ▪産業系のロボット

▪産業系のロボット

▪産業系のロボット

▪産業系のロボット

人間と機械の連携 人間と機械の分離

▪テックマンのロボット

▪テックマンのロボット

低メンテナンスコスト

一連の SW＆HW 統合
ソリューションを提供する

高メンテナンスコスト

異なる機器を統合するには
多大な労力とコストが必要

TMmanager

TM Plug&Play
TM 3DVision

テックマン・ロボットは , 産業オートメーションの世界に存在するギャップを認識しています。当社は , 企業が困難を克服
するのを支援するために , スマートで視覚的に埋め込まれた協働ロボットと一連のソフトウェアを開発し , 人間と機械
および機械と機械の間のギャップを埋めることで , 産業インダストリー 4.0 の明るい未来を築き上げます。

自動化へのボトルネックを克服し
スマート製造との距離を縮める 

時間コストの削減
▪スマートビジョン内蔵で、カスタマイズされたニーズに応じて検出、識別、位置決めなどのさまざまな視覚
     アプリケーションを利用するため、スマートビジョンシステム調整のための時間が必要ありません。
▪プラグアンドプレイは周辺設備との協調を行うため、スピーディに自動化アプリケーションを導入し、統合時間を
     大幅に削減します。
 
統合、追加設備費用の削減
▪スマートビジョン内蔵により設計プロセスの自動化が加速されるため、ビジョン機能統合のための追加費用は必要
     ありません。
▪スマートビジョンがオブジェクトの位置を認識することにより、周辺治具にかかる莫大な費用が削減することができ
     るため、多品種少量生産のトレンドにマッチしています。

各段階における人件費の削減
▪初期段階のビジョンを統合、ワークステーションにおける専門技術の人件費が削減できます。
▪複雑なプログラミングが不要で、操作性に優れた革新的なユーザーインターフェースの TMflowTM と
     ダイレクトティーチングを備えています。
▪高機能スマート設計により、自動化における全体的な複雑さが軽減され、後に発生するメンテナンスの人件費が
     削減できます。

未来のトレンドを先取り

▪スマートビジョン内蔵により、柔軟性に富むスピーディなライン変更が可能であり、
     多品種少量の市場ニーズにマッチしています。
▪TMmanager と AI が結合し、AI スマート自動化へのハードルを越えるツールとなり
     ます。設備データの管理、分析、リアルタイムでの生産状態の把握が効果的に行え、
     インダストリー 4.0 を実現する自動化への相乗効果を発揮します。

コストの大幅削減

コストの大幅削減

未来のトレンドを先取り



▪ 作業半径：1100 mm
▪ 可搬重量： 14 kg

▪ 作業半径：1300 mm
▪ 可搬重量：12 kg

▪ 作業半径：700 mm
▪ 可搬重量：6 kg

▪ 作業半径：900 mm
▪ 可搬重量：4 kg

中高負荷シ  リーズ 高性能モバイルシリーズ
通常負荷シリーズ

SEMI S2     ISO 10218-1:2011     ISO/TS 15066:2016

▪TM5 は、産業用ロボットの手、眼、脳の 3 つの独立したシステム
を 1 つに統合しました。内蔵ビジョンシステムによりロボットは方向
を認識し、視覚に関するジョブを自ら校正して実行することができま
す。革新的なグラフィックスを搭載したインターフェースと
ダイレクトティーチングにより、ユーザーはロボットをスマートフォンの
ように簡単に操作することができます。

▪市場にある同様のリーチ長の協働ロボットよりも可搬能
力に優れ、最大 12kg   (TM12)、14kg (TM14) の大型物を
運搬でき、最長 1300mm (TM12)、1100mm (TM14) の
リーチ長動作範囲を備 えています。

テックマン・ロボットの全シリーズは、さまざまな可搬重量、リーチ長動作範囲、無人搬送車への積載といった高性
能モバイルソリューションを提供し、各産業における多様なアプリケーションに対応いたします。お客様のニーズに基
づいてカスタマイズされたワンストップソシューションは、各産業における自動化へのベストチョイスです。
 テックマン・ロボットシリーズのロボットアームに、SEMI S2 認証バージョンモデルが登場しました。半導体ウエハー
産業に対する自動搬送アプリケーションに最適です。

▪テックマン・ロボット高性能モバイルロボットシリーズは直流回
路を内蔵し、AGV 出力の直流電源を直接使用することができます
。どのメーカーの AGV/MR にも対応可能なため、協働ロボットと
無人搬送車の組み合わせにおけるベストソリューションです。特許
取得の位置決めラベル（TM ランドマーク）機能により、3D 空間
における精確な位置決めが簡単に行えます。モバイルスタッキン
グ、機器メンテナンスなどのアプリケーションに適しています。

TM Robot 全シリーズ製品



ピックアンドプレース
アプリケーション

Pick & Place

組み立てアプリケーション
Assembling 

精確なパレタライジング
Palletizing

品質検査 
Inspection

接着アプリケーション 
Gluing

ねじ締め付け
Screw driving

研磨
Polishing & Deburring

装置管理
Machine tending

TMロボットの産業への応用

高精度な TM ロボット内蔵スマートビジョン
は、 ターゲットオブジェクトの角度や位置の
誤差を自動的に識別し、精確な補正を行
うことができます。
フレキシブルな配置で生産効率の全面的な
向上に役立ちます。

ピックアンドプレースアプリケーション Pick & Place

従来型ロボットによる組み立て作業では、
部品をピックするためには精確な位置決め
機構が必要とされてきました。
しかし TM ロボットは、内蔵ビジョンシステム
によりこのような煩わしさはなく、ビジョン
撮影範囲内に部品を置くだけで精確に
ピックすることができます。
このように簡素化されたロードシステムにより、
複数のロボットと連携した複数部品の組み立
てがより簡単に行えるようになります。

組み立てアプリケーション Assembling

内蔵ビジョンシステムが精確に識別し、
オブジェクトとパレットの位置を自動補正します。
操作インターフェース TMflowTM では、
カートン位置とレイヤー数などのパラメータ
設定を簡単かつスピーディに編集することが
できます。

パレタライジング Palletizing

スマートビジョン内蔵の TM ロボットが
オプションの TMvisionTM により、全自動品
質検査をスピーディに実現、製品品質を確保
するとともに、人的エラーによる検査漏れを
回避します。

品質検査 Inspection

フレキシブルな 6 軸 TM ロボットに各種
ディスペンス設備を組み合わせることで、
あらゆる角度、パスのディスペンスを実現
することができます。精確な位置決め冶具
に代わってビジョンシステムを利用するほか、
TM Landmark を利用すれば、３D 空間によ
ける正確な位置決めが可能になります。

接着アプリケーション Gluing

フレキシブルな 6 軸ロボットに各メーカー、
タイプのねじ締め機を組み合わせることで、
さまざまな角度での締め付けを実現すること
ができます。また、ねじ穴つぶれやねじの
つまりなどの異常な締め付けを自動検出する
センサーにより、品質を確保します。

各種研磨設備、センサーとの組み合わせるこ
とで、さまざまな部品研磨を実現します。
異形部品については、ソフトウェアを利用し
てオブジェクトの 3D イメージファイルから
不規則なパスを生成できます。
プラグアンドプレイ機能は、市場で一般的に
使用されている研磨関連設備をも統合し
ました。設定プロセスを簡素化したことで、
ユーザーは簡単に使用することができます。

バリ取り研磨 Polishing & Deburring

ロボットが装置位置まで移動すると、内蔵
スマートビジョンシステムによって装置位置の
識別、誤差補正が行われ、精確な
ピックアンドプレース機能を実現します。
特許取得の TM ランドマーク位置決めラベル
機能を利用すれば、3D 空間における精確な
位置決めとフレキシブルな配置が可能となります。

装置管理 Machine tending

ねじ締め付け Screw driving



TM Component EditorTM では、開発スタッフに TMflowTM の独立したノードを提供しています。簡単に他
のプロジェクトと組み合わせたり、簡素化された同時開発中のアプリケーションプログラムに使用
したりすることができます。

TMflowTM は、TM ロボット用のプログラム設計ソフトウェアです。フルグラフィカルユーザーインターフェースは、
ユーザーに完璧でシンプルな操作性に優れたロボット動作とロジカルなプログラム設計環境を提供します。 
ユーザーフレンドリーなマンマシンインターフェースにより、ユーザーは簡単にロボットアームのパラメータを管理、
設定することができます。高度なロボットプログラミング能力を持たないユーザーでも、ロボットの機能やジョブの設
計が行えます。

TMflowTM

NODE

TM Component EditorTM 

▪グラフィカルユーザーインターフェース ▪シンプルなグラフィックによる
    ドラッグアンドドロップ操作で、
    ロボットのプログラムを簡単に編集

各種ノードが提供され、簡単かつスピーディにジョブの編集を行うことができます。
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標準モジュール

P1
P2

P3

P1
P2

P3

▪Coordinate System with TM Landmark ▪Coordinate System on other robots

TM ランドマーク

ビジュアル校正

ビジョンノード UI

TMvisionTM 

TM 校正ボードは , ビジュアル校正プロセスの複雑さ
を大幅に軽減できす。EIH, ETH, または上向きカメラ
を使用しているかどうかに関係なく, カメラの下に校
正ボードを置き , ボタンを押すだけで , ビジョン
ソフトウェアがすべての校正作業を実行します。

一般的なロボットは , ベースに座標系が構築されてお
り , オブジェクトとロボットの相対位置が変化すると , 
ロボットの再調整が必要になります。
TM ランドマークを使用すると , 座標系はランドマーク
に基づいて構築され , ロボットはランドマークを
スキャンするだけで済み , 座標情報は再調整せずに
更新できます。これは , AGV を搭載ロボットに特に
推奨されます。

TMflowTM ビジョンノード UI は , シンプルでプロセス
指向で使いやすいように設計されています。プロセス
を段階的に積み上げ , 各ステップでパラメーターまた
は設定を調整するだけで , UI の中央で結果を
プレビューでき , タスクを展開する準備が整います。

内蔵ビジョンシステムTMvisionTM は , テックマン・ロボットのソフトウェア組み込み機能です。ソフトウェアには , 標準機能とライセンス機能の
2 つの機能が付属しています。標準機能は , ほとんどのロボットアプリケーションをサポートします。一方 , ライセンス
機能は , 必要に応じて , 購入が必要となる個別モジュールで構成されます。

TMvisionTM には , 機能識別 , オブジェクト位置判明 , 強化モード , バーコード識別 , カラー分類などの機能が付属して
います。これらの多様な機能は , ユーザーの設定ステップ順次を定義することにより , ロボットタスクを設定できるように , 
TMflowTM のロボット制御システムに統合されています。

画像反転

画像拡張モジュール（拡張）

アイテム検出モジュール（検索）

アンカーポイント :
アンカーポイントを手動で調整して、
オブジェクト検出のホーム座標を
変更します

テンプレートマッチング
( 形状ベースのパターンマッチング ): 
アイテムの形状特性を使用して、
画像上のアイテムの場所を見つけます

不規則なアイテムの検出
( ブロブファインダ ): 
アイテムと背景色の違いを使用して
前景アイテムを見つけます

ポジションアラインメント
( 基準マークマッチング ): 
位置決めにターゲット上の 2 つの
ポイントを使用します

コントラスト強化は , 画像を調整
するするために使用されます 画像の平滑化

画像のしきい値処理により , 
画像が白黒に変換されます

形態は , 線を太くまたは細くしたり , 
穴をパッチしたり、線を分割したり
できます

カラープレーン抽出では , 赤 , 
青 , 緑 , 彩度などの特定の色
平面を抽出できます

テンプレートマッチング
( 画像ベースのパターンマッチング ): 
アイテムのピクセル値分布を使用して , 
画像上のその場所を見つけます

文字列一致カラークラシファイア
バーコード , 
2D データマトリックス , 
または QR コードを読み取ります。

画像識別モジュール（識別）

外部検出モジュール :
外部画像処理システムを使用して
オブジェクト検出を実行し ,
結果を送り返します

外部分類：
外部画像処理システムを使用して
分類を実行し , 結果を返送します



ソフトウェアライセンス

1

2

3

ジオメトリ
( オブジェクトを見つけるため
に幾何学的形状と比較する )

CAD
( 事前定義された CAD と比較
してオブジェクトを検索する )

ポイントポーズ
( ポイントポーズを観察して
オブジェクトを見つける )

AI+ 分類 AI+ 検出

TMvisionTM 

TM OCR

TM Identify & Measure モジュール

3DVision モジュール

AI モジュール

カウントおよびゲージ

▪S/N の識別 ▪バーコードの識別

▪T- パイプ ▪T- パイプ点群

▪AI+ 分類
    中心位置を観察して良品ボトルと
    不良品ボトルを分類する

▪AI+ 検出
    フランジ表面への影響を検出する

TM OCR

▪ゲージ：ピクセル距離または角度 ▪カウント ( ブロブ )

3DVision

AI モジュール

内蔵ビジョンシステム

1

2

3

1

2

3

姿勢変動
( 形状 )

参照画像を減算

カウント
( 不規則オブジェクト )

エッジカウント

姿勢変動
( 画像 )

ラインバリ

カウント
( 形状 )

距離および角度測定

特定の色領域サイズ

円バリ

カウント
( 画像 )

数字 OCROCR



アプリケーションビデオ

▪モデリング
3D カメラを使用してモデリングを実行するか , 
定義済みの CAD 画像を使用します

▪クラスタリング
特定のアルゴリズムを使用して , オブジェクトをいくつかの小さな
グループに分割します。これは計算の負担を減らし , プロセスを
スピードアップします

機能インターフェイス

▪ROI の設定
作業領域内の注目領域（ROI）を選択します

▪検索
オブジェクトを見つけるための参照パターンとしてジオメトリ
形状（例：ボックス , 球）, CAD モデル , またはポイントポーズ
を使用します

▪TM 3DVisionTM ソリューションの兼用性のある 3D カメラの詳細については , 
    テックマン・ロボットの公式 Web サイトにアクセスしてください。

TM 3DVisionTM ソリューション

TM 3DVisionTM ソリューションには , 視覚機能の柔軟性を高める外部 3D カメラが含まれています。

ビジュアルタスクが高さ / 深さの変更に関係している場合、または作業オブジェクトにさまざまな形状やポーズが
含まれている場合、2D ビジョンソリューションはオブジェクトを正しく識別できません。
TM 3DvisionTM ソリューションは、この欠点を克服して対応できます。

TM 3DVisionTM は , TMflowTM を使用するだけで簡単に操作できます。タスク編集プロセスは , 追加のオブジェクト
モデリング段階を除いて , 基本的に 2D ビジョンのプロセスと同じです。UI の詳細な指示に従って , 編集を簡単に
完了できます。

TM 3DVisionTM ソリューションのコンセプト

▪TMflowTM と統合されており , インストールまたは学習する追加のソフトウェアは不要。
▪3D カメラで生成されたオブジェクトモデルまたは事前定義された CAD をモデリングに使用できます。
▪パターンを定義してオブジェクトを識別するために , ジオメトリ , CAD モデル , またはポイントポーズの
    使用をサポートします。さらに AI 機能を使用してオブジェクトのクラスタリングを実行できます。
▪バッティングチェック機能により , オブジェクトの移動やピックアップ / 配置時にロボットアームが周囲の
    オブジェクトとバッティングするのを防ぎます。

製品機能

▪オールラウンドのビジュアルシステムソリューション

校正

モデリング

タスク編集



TM AI+TM は , 協働ロボットの視覚機能と AI モデルトレーニングソフトウェアを統合するソリューションです。これに
より , 協働ロボットはタスク中に経験を蓄積し , 選択肢決定または判断を行うためのモデルを構築できます。

このソリューションは , 特にオブジェクトの分類と品質検査に関して , 多くのシナリオで広く使用できます。  

TM AI+TM ソリューション

TM AI+TM ソリューションのコンセプト

検出

欠け 割れ

分類
マグサーモスカップ

NG

OK

NG

OK

TM AI+TM

トレーニングサーバー

画像 画像

▪検査結果でオブジェクトを並べ替える ▪検査結果でオブジェクトを並べ替える

▪複数のユーザーが同時にアクセスできるブラウザベースのソフトウェア
▪内蔵ビジョンシステムにより , 協働系ロボットは画像データを TM AI+TM トレーニングサーバーに
    直接アップロードできます。トレーニングが完了した AI モデルをロボットに展開できます
▪すべてのデータはクラウドではなくローカルサーバーに保存され , データ流出のリスクを回避します

製品機能

ソフトウェアインターフェイス

▪画像データは , 内蔵ビジョンシステムを介して直接
    アップロードするか , 手動でアップロードできます

▪トレーニングサーバーがトレーニングに使用されるときに参照
    できるように , データにさまざまなカテゴリのラベルを付けます

▪トレーニングサーバーソフトウェアは、さまざまなグラフを
    生成し , トレーニング結果を受け入れられるかどうかを評価
    するのに役立つシミュレーション機能を提供できます

▪トレーニングが終了したモデルをダウンロードして、ロボット
    に展開できます

インフエルエンス推論用の DNN
モデルをダウンロードする

ブラウザベースの UI による
トレーニングとラベリング

さまざまなビューからオブジェクトを検査する さまざまなビューからオブジェクトを検査する

▪検査結果でオブジェクトを並べ替える ▪検査結果でオブジェクトを並べ替える



Case Study ケーススタディ

エレクトロニクス業界での組み立て、生産効率が大幅に向上 Robotic Barista ‒ 食品および飲料業界の新しいビジネスモデル

Crown Coffee は , ４つの支店を擁するシンガポール拠点のカフェ屋です。事業が拡大し続けるにつれ , Crown 
Coffee の創設者兼 CEO である Keith Tan は , 適切な人材を見つけることが大きな課題となっていることに気付きま
した。2019 年 , Keith はこれらの課題を克服するためにテックマン・ロボットを導入することを決定しました。
ロボットを店舗に実装することで , 将来の食品および飲料業界向けのまったく新しいモデルも作成しました。

Crown Coffee は現在 , ロボットバリスタでカフェを運営しています。「私たちは、バリスタとしてテックマン・ロボット
の TM5 ロボットを使用することにしました。このロボットにはビジョン機能が内蔵されています。外部ビジョンシス
テムを統合できる他のロボットもありますが、TM5 を使用すると , 統合にかかる時間とコストを大幅に節約できます
」と Keith はインタビューで語っています。「もう 1 つの機能は、そのユーザーインターフェイスです。これは非常に
グラフィカルで , 多くの機能アイコンが含まれています。これらのアイコンをドラッグアンドプルするだけで , ロボット
の論理ワークフローを構築できます。非常に直感的で使いやすいのです。今までロボット操作の経験はありませんで
したが , すぐにこれを選択することができました。これらの要因が、最初に TM Robot を選択する理由です。」これに
よって , Keith とその従業員は , 解放された時間を利用して , 顧客とより多くコミュニケーションをとることができるよ
うになります。

テックマン・ロボットを Crown Coffee に導入することの利点について , Keith は , ロボットは繰り返し動作を簡単に
実行でき , コーヒーの品質を非常に一定に保つことができると述べました。また , 協働ロボットは , 高い労働コスト
と従業員の離職率の問題を解決しながら , 安定した状態で連続して作業できます。したがって , ロボットに繰り返し
タスクを割り当てると , 人間はより付加価値の高いタスクを処理できるようになります。ロボット技術は人間に取って
代わるものではなく, 私たちをサポートし , ともに手を取り合って共同作業することを目的としています。

広明光電タイ工場では、ハードディスクの組み立て生産を行っており、出荷量は多いものの、 多品種少量のため、生産
能力とライン変更効率の大幅な引き上げ、効果的な工場管理が解決すべき緊急の課題となっていました。

林幸民工場長は、「TM ロボットを導入しようと考えたのは、スマートビジョン内蔵の TM ロボットは全自動で AOI 光学
検査を行うことが可能で、周辺治具にかかるコスト削減以外に、人件費や時間といった全体的なコストのさらなる削減
ができ、検査品質をより効果的に確保するだけでなく、何よりもモバイルワークステーションは多品種少量の製品形態に
非常にマッチしているからです」と述べています。

▪ ワークステーションに導入されたアーム数：30+
▪ 導入時間：6 か月で導入コストの 80% パーセントをすでに回収



Case Study ケーススタディ

スマートビジョン , 柔軟性 , 使いやすさで効率的な機械のテンディングソリューションを実現

協働ロボット技術に特化し , イタリアの販売代理店である Sinta 社のパートナーであるシステムインテグレーターの
Ergonit 社は , マシンテンディングアプリケーション向けのソリューションである FeedER130 を開発しました。
FeedER130 で TM12 ロボットを使用して , オペレーターがいなくても工具機械をロードおよびアンロードできます。
縮小版の FeedER90 では , TM5-900 ロボットを使用して , より小さなバッチを処理します。

TruTorq Italia 社は , 産業用バルブ用の空気圧および油圧アクチュエータを製造するメーカーです。生産需要が増加
すると , 同時に複数の機械が使用され , オペレーターはそれらに追いつくことができませんでした。

FeedER130 では , TM12 ロボットアームがコンパクトな縦型倉庫に設置されます。トレイの引き出しを開閉の間 , 
トレイから未加工部品を取り出し , 内蔵のビジョンシステムによってガイドされ , デュアルグリッパーを備えた
ツールマシンに未加工部品をロードし , 最後に , 作業済みの部品をトレイに放置します。ロボットが倉庫の反対側で
作業している間 , オペレーターは安全な場所にトレイをロードおよびアンロード作業できます。

▪使用されている TM Robot モデル : TM12
▪投資回収時間 : 9~12 か月
▪生産リードタイムを約 90% 削減

www.ergonit.it www.sinta.it



Release

Grip

ソフトウェアパッケージ

ハードウェアパッケージ

TM Plug&PlayTM ソリューション

TM 推奨、スマートに接続、設置してすぐに使用が可能です

Robotiq FTS-300 
TM-KIT

AUTOMAPPPS Offline 
Programming Software for TM

OnRobot RG2-FT

Murrplastik FHS-RS-Set

OnRobot Quick Changer

Schmalz ECBPi TM-KIT

OnRobot HEX-E / HEX-H

HIWIN XEG-64-TM

Murrplastik FHS-C-Set

Robotiq Vacuum Gripper 
EPick

Weidmüller u-remote

ATI 9105-TM-Axia80

HIWIN SEG-24-TM

ADVANTECH Serial
Device Server

KILEWS Screw Driver 
Solution

igus 3D e-chain TM Kit

TOYO CHG2-S30-002

Robotiq Adaptive Gripper 
Hand-E TM-KIT

Zimmer HRC-03 TM-Kit

Utrun PRO-Z DK Package 
Screw System for TM

HIWIN STG-16-TM

ADVANTECH Modbus to
PROFINET Gateways

Igus® 3D e-chain TM Kit 
‒ Velcro® Tape

Robotiq Adaptive Gripper
2-Finger 85/140 TM Kit

Basler Industrial Camera

WACOH QRS-W200-K101-KIT

ROBOTIQ I/O Coupling

NABELL Robot Flex

SCHUNK Co-act EGP-C 
for TECHMAN ROBOT

OnRobot RG6

ADLINK EtherCAT I/O
Expansion Modules

More Information on
www.tm-robot.com 

ZLÍN ROBOTICS 
Universal Mobile Stand

SCHUNK Gripping System 
for TM WSG-25

OnRobot VGC10

IDS Ensenso N35 3D camera

TM Robot と各周辺設備メーカーは、協業して TM Plug&PlayTM 対応製品を開発しています。
認証された TM Plug&PlayTM 製品は、いずれもテックマン・ロボットと周辺設備メーカーの調整
と試運転により、お客様に最適な性能と最も信頼できるロボットの運転品質を確保します。

TM ロボットを購入された場合、各ロボットの環境に合わせて TM Plug&PlayTM 周辺製品のハード・ソフト総
合キットを購入できます。ハードウェアのインターフェースは事前に設定されており、直接パッケージ
ソフトウェアをダウンロードして使用できるため、自動化におけるハードウェアと規格の作成時間と労力を大
幅に低減できます。

5 分間 で自動化プログラムを開始できます

簡単、効率的、迅速 な生産ラインへの導入

グリッパーユニット Plug&Play の使用例

TM5のを
購入する

TM Plug&PlayTM 

プランを購入する

ソフトウェアパッケージ
をダウンロードする 設定&確認 自動化プログラミング

を開始する



仕様と作業範囲

SEMI S2    ISO 10218-1:2011    ISO/TS 15066:2016
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TM5-900,TM5M-900

通常負荷シリーズ



仕様と作業範囲

SEMI S2    ISO 10218-1:2011    ISO/TS 15066:2016
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TM12,TM12M

中高負荷シリーズ
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