
AI+3D ビジョン 
製造業界向けソリューション

自動車、建設機械、鉄鋼、家電等の業界で
1000 件超える導入事例
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Mech-Mind
製造業界 AI+3D
ビジョンのエキスパート
Mech-Mind は、AI+3D の使用によって、各業界における知能化の
アップグレードをサポートしております。長年の研究開発により、
既に Mech-Eye 産業用 3D カメラ 、Mech-Vision ノーコード画像
処理ソフトウェア、Mech-DLK ディープラーニング・ローカル・
トレーニングツール、Mech-Viz ロボット制御ソフトウェア等の製
品に基づくトータルソリューションを構築しています。それらには、
ディープラーニング、3D ビジョン、知能化軌道演算など先進的な
AI 技術が統合されています。

Mech-Mind は、製造業界のユーザーに包括的、高性能、使いやすく、
そして価格競争力のある知能化産業用ロボットソリューション、一
貫したサービスとソフトウェアを提供しています。

現在、Mech-Mind は自動車、機械、鉄鋼、家電、家具等の分野で
1000 件以上の導入事例があり、多くの大手ユーザーの現場におい
て、数百台規模で導入されています。

高度な知能化：多数の典型的な部品（クランクシャフト、鋼板、金属棒、
トラックリンク、バルブブロック、トラックシュー、ドライブホイール、
コネクティングロッド、ローター、シェル等を含む）を対処可能で、バ
ラ積み、ある程度の反射光、ダークカラー等、複雑な状況にも対応でき
ます。

高いコストパフォーマンス：従来に比べ、大幅にシステムコストを削減
し、高いパフォーマンスを実現します。

簡単かつ高効率な設置：接続するだけで使用でき、設置時間を大幅に短
縮できます。完全に可視化された、ノーコードのプログラミング・イ
ンターフェイスにより、使用のハードルや設置のコストを大幅に下げま
す。

高いオープン性：製品は各種主要メーカーのロボットに対応可能で、各
種システム及びソフトウェアのカスタマイズ開発にも対応可能です。

豊富な導入事例：部品のロード・アンロード、ビジョンシステムによる
軌跡の自動生成、高精度な位置決め、組立、検査 / 測定などが含まれま
す。中国、アメリカ、韓国、日本、ドイツ、スペイン、シンガポール、
オーストラリア、イタリア等の国で実績を積み上げています。

ソリューションの強み
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ビジョンシステムによる部品供給
ロボットがコンテナの中から、規則的に置かれたワーク、またはバラ積みワークを１つずつピッキングし、工作機械またはコンベアに
載せます。自動車、機械、鉄鋼などの分野における部品供給に応用可能です。

ソリューション仕様

ソリューションの強み
Mech-Mind 自社研究開発の 3D カメラは、IP65 保護等級を有する防
塵・防水性能なので、複雑な工場環境でも安定した稼働が可能。

知能化されたピッキング・アルゴリズムにより、ロボットが最適把持
位置を選択するように実行し、安全で、安定したピッキングを実現。

様々な寸法、ある程度の反射光、複雑な構造といった多数の部品に対
応可能。また、新規ワークにも速やかに対応。

バラ積みワークにも、隙間なく密接しているワークにも対応可能。

キャリブレーション精度 高精度カメラは 0.1 mm @ 1.0 m の最高精度 

タクト 1 回ロード・アンロードの時間はわずか 3 s （撮像から位置姿勢を出力するまで）

視野 ３.0 m × 2.4 m @ 3.0 m の最大視野

適用性
ある程度の反射光、ダークカラー、複雑な構造、緊密な積み重ね等にも対処可能
知能化された軌道演算アルゴリズム及びピッキング・アルゴリズムにより、安定したピッキングを
実現可能

主な応用分野 自動車、機械、鉄鋼、家電など

使用例 規則的に置かれたワーク、密接な積み重ねられたワーク、バラ積みワークなどに対処可能
ダークカラー、ある程度の光反射性の多数ワークに対応可能

ロボットメーカー FANUC、YASKAWA、Kawasaki、ABB、KUKA、ROKAE、A&E、TM Robot、ESTUN などの主
流メーカーのロボットに対応可能

主要な 3D カメラ Mech-Eye LSR、Mech-Eye PRO シリーズ

バラ積み金属部品（コネクティングロッド、クランクシャフト、ローターを例として）

点群画像 点群画像認識の結果 認識の結果

点群及び認識の結果

代表的なソリューション
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ビジョンシステムによる軌跡の自動生成
3D ビジョンにより、ロボットが指定された材料 / 部品（例えば鋼板、ガラス、自動車ドア等）を認識し、要求通りに軌跡をリアルタ
イムに生成し、軌跡に沿って次の工程を行うようにします。

様々な寸法と仕様の部品（鋼板、ガラスを例として）

ソリューション仕様

ソリューションの強み
様々な材質と形状の典型的な部品（鋼板、サイドガラス、軸類部品等
を含む）に対応可能

自動接着剤塗布 / オイル塗布 / 塗装 / 切断など、広視野かつ高精度が求
められる典型的なシーンに応用可能

スキャン速度が速く、タクトはユーザーのニーズを満たす

迅速な自動校正により、速やかに新規ワークに対応可能

汎用的なインターフェイスのイーサネット TCP/IP プロトコル通信によ
り、PLC、主流メーカーのロボット、トラスロボットなどと直接通信が
可能

AGV、コンベア等の設備とシームレスに併用でき、生産ライン全体の
効率の向上に貢献する

キャリブレーション精度 1.0 mm @ 2.5 m の最高精度

タクト 最速で 3 s/ 件（撮像から位置姿勢を出力するまで）

視野 一台のカメラは 3.0 m × 2.4 m @ 3.0 m の最大視野

使用例 切断、接着剤塗布・塗装、オイル塗布など典型的なシーン

主要な 3D カメラ Mech-Eye LSR、Mech-Eye PRO シリーズ

主な使用業界 自動車、建設機械、家具等の分野で数々の実績あり

点群画像 点群画像認識の結果 認識の結果

点群及び認識の結果

代表的なソリューション
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ビジョンシステムによる組立・位置決め

タイヤの組み立て（位置決めホール） 鉄筋

点群画像 点群画像認識の結果 認識の結果

点群及び認識の結果

ビジョンシステムにより、ロボットがバラ積みワークを把持し、
指定された位置に精確に組み立てます。

ビジョンシステムにより、バラ積み物体の位置決めを実行します。
自動車、家電、家具製造などの分野に応用可能。

ビジョンシステムによる部品の組立 ビジョンシステムによる部品の位置
決め

ソリューション仕様

キャリブレーション精度 0.1 mm @ 1.0 m の最速タクト

タクト 3 s/ 件の最速タクト（撮像から位置姿勢を出力するまで）

主な応用分野 ペグインホール作業、ねじの締め付け、鉄筋のラベリングなどの典型的な応用シーン

主要な 3D カメラ Mech-Eye LSR、Mech-Eye PRO シリーズ

主な使用業界 建設機械、自動車、家具等の分野で数々の実績あり

ソリューションの強み ソリューションの強み
製造業界における多数の異なる物体（タイヤ、シェル等を含
む）に対応可能

バラ積み、ある程度の反射光、ダークカラー、複雑な構造、
豊富なディテールなど複雑な状況に対応可能

高精度、広視野、高速度で、組立位置を精確に位置決めし、
高精度かつ安定した組立を完了することが可能

生産ラインをシームレスに統合し、生産ラインの全体の効率
を向上させることが可能

様々な寸法と形状の物体に対応可能

衝突検出、軌道演算など、数多くの先進的アルゴリズムが搭
載されるので安定性を確保

バラ積み、ある程度の反射光、ダークカラー、複雑な構造、
豊富なディテール等複雑な状況に対応可能

生産ラインをシームレスに統合し、生産ラインの全体の効率
を向上させることが可能

代表的なソリューション
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大手機械工場
ビジョンシステムによるトラックリンクの自動供給

このプロジェクトは、大手建設機械企業を対象とします。過酷環境で、産業用ロボットと 3D ビジョンを利用しトラックリンクの自動
供給を実行し、従業員に対する騒音や粉じんなどの健康被害を防ぐことが求められました。同時に、Mech-Mind の製品を使用して現
場の外乱光問題を解決し、生産効率の向上と 24 時間稼働の実現も期待されました。

プロジェクトの背景

プロジェクトの成果
数十のワークステーションがあるラインを自動化し、各ステ
ーションの 1 日当たりの生産量を 1000 以上に

人件費は大幅に削減され、箱のクリア率、タクト、安定性な
どはいずれもユーザーのニーズを満たす

積み重ねられた部品、工場現場における典型的な外乱光、深いコンテナ

点群画像

認識の結果

プロジェクトのハイライト
ロボットは深い箱にあるバラ積みのトラックリンクを１つず
つピッキングし、部品の裏表を判別した後、下流工程と連携
してトラックリンクを指定位置に配置

自社開発の高精度 Mech-Eye LSR L レーザー 3D カメラを使
用することにより、典型的な工場現場の外乱光に対応し、遮
光設備への依存を減らす

調整可能な TCP 及び複数のピッキング計画、知能化軌跡演
算アルゴリズムを採用することにより、衝突を回避し、安定
性を向上させることが可能

生産ラインの上・下流制御システムとシームレスに接続する
ことが可能

代表的な導入事例



7      MECH-MIND ROBOTICS

このプロジェクトは、グローバルに展開する大手バス企業を対象とします。この企業の生産現場では、バスのサイドガラスの接着剤塗
布は人の手により実行され、塗布の均一性や品質の安定性などに問題があります。接着剤の除去と修正などの作業が多く、また接着剤
の浪費と高い人的コストに悩んでいます。原料と人的コストを削減し、生産の品質を向上させるために、ユーザーにより、産業用ロボ
ットと３D ビジョンを利用して自動的な接着剤塗布作業の実行が期待されます。

プロジェクトの背景

大手バス工場
ビジョンシステムによるサイドガラスの接着剤塗布

プロジェクトのハイライト
1000 以上の仕様のサイドガラスを認識でき、産業用ロボッ
トの接着剤塗布実行することが可能。新規ワークでも登録不
要

サイドガラスの各種構造をリアルタイムに認識することで衝
突を回避可能

多種類の接着剤塗布工程に簡単に対応し、生産ラインの柔軟
性と知能化水準を大幅に向上

高精度、広視野、高速度でサイドガラスの接着剤塗布を実行
可能。0 ~ 2.5 mm の精度、1.6 m × 2.2 m の視野範囲を実
現

プロジェクトの成果
接着剤除去の人的作業と接着剤の浪費を効果的に減らし、コ
ストの削減に貢献

既に数々の生産ラインに応用され、ユーザーの生産効率を向
上させ、作業の品質も確保

点群画像

認識の結果

代表的な導入事例
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プロジェクトの成果

点群画像

認識の結果

大手製鉄所
ビジョンシステムによる鉄筋の位置決め（ラベリング）

このプロジェクトの対象は、鉄鋼業界のグローバルリーディングカンパニーです。鉄筋のラベリングは、鉄筋束が出庫する前の必要な
工程です。作業効率を向上させ、作業中の人に対する被害を防ぐために、自動化された鉄筋のラベリング作業が期待されました。様々
な応用シーンにおける鉄筋のラベリング（単一ラベル、ダブルラベルを含む）及び数量のカウントを実行しなければなりません。

プロジェクトのハイライト

プロジェクトの背景

高レベルな知能化により、ラベルの四隅が鉄筋の断面を超え
ないようにラベリングすることで、ラベルの脱落を回避可能

ディープラーニングアルゴリズムを採用し、鉄筋の数量カウ
ントも実行できる

様々な寸法の鉄筋束のラベリングに対応（直径 8 - 30 mm）

高い適応性で、単一ラベル / ダブルラベルモードの切り替え
は可能。再スキャン機能を備え、ラベルの脱落を検出可能

産業用３D カメラを採用し、高温、粉じん等過酷な工場現場
に適用

ユーザーの現場生産効率を向上させ、24 時間稼働も可能

一日あたり数百束の増産に対応可能

プロジェクト現場では、故障なく安定した稼働は数か月も続
いた

代表的な導入事例
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大手自動車部品工場大手エアコン工場
ビジョンシステムによるゴムパッド
供給

ビジョンシステムによるクランクシ
ャフト供給

3  s/ 件の最速タクト

深いコンテナにバラ積みの黒いワークを認識し、裏表を判別
できる

知能化されたピッキング・アルゴリズムにより、ロボットが
ピッキングをしやすい位置を選択するように判断し、安全性、
安定性を確保

クランクシャフトの積み重ね、ある程度の反射光等の複雑な
状況に対応

多種類のクランクシャフトに対応し、新規種類にも容易に対
応可能

生産ラインの上・下流とシームレスにつなげる

知能化されたピッキング・アルゴリズムにより、ロボットが
ピッキングをしやすい位置を選択するように判断し、安全性、
安定性を確保

大手バス工場 大手自動車部品工場
ビジョンシステムによるハッチの接
着剤塗布

ビジョンシステムによるコネクティ
ングロッド供給

1000 種以上のハッチを認識でき、産業用ロボットがハッチ
の接着剤塗布を実行

速やかに新規仕様のハッチに対応でき、生産ラインの柔軟性
を向上

高精度、広視野、高速度で、ユーザーのニーズを満たす

安定かつ接着剤塗布の浪費を低減可能

多数の異なるコネクティングロッドに対応でき、新規仕様に
も速やかに対応可能

部品の積み重ね、ある程度の反射光等の複雑な状況に対応

生産ラインの上・下流とシームレスに接続することが可能

知能化されたピッキング・アルゴリズムにより、衝突を回避
し、安定性を確保可能

代表的な導入事例
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建設機械工場 ある大型家具工場

大手エアコン工場大手自動車メーカー
ビジョンシステムによるタイヤの組
み立て

ビジョンシステム による開先加工と
切断

ビジョンシステムによる椅子の背も
たれ接着剤塗布

ビジョンシステムによるコンプレッ
サーの組み立て

高精度、高速度で、安定して信頼できる

ある程度の反射光、寸法や厚さが異なる鋼板部品に対応可能

衝突検知、軌道演算等の多数の先進的アルゴリズムが搭載さ
れ、衝突や特異点を回避可能

タクトは完全に要件を満たす

様々な仕様のタイヤに対応

生産ライン稼働中にも同時組み立て可能

ハブのねじ穴に対して高精度な位置決めを実現

上・下流の工程と連携し、生産効率を向上させることが可能

様々な仕様のコンプレッサーに対応

コンプレッサーの黒い表面、反射光等の複雑な状況にも対応
可能

知能軌跡演算により、衝突を効果的に回避

コンプレッサーの方向を認識してから正確な位置に組み立て

様々な仕様の背もたれに対応可能

ベルトコンベアのバラ積み部品も認識できる

高精度、高速度で、安定して信頼できる

高レベルな知能化。製品の形状や位置に応じて、リアルタイ
ムに自動的に接着剤塗布軌道を調整可能

代表的な導入事例
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Mech-Eye 産業用 3D カメラ
高性能で高いコストパフォーマンスを実現

型番

推奨稼働距離（mm） 500 - 1000 1000 - 2000 1200 - 3000 1200 - 3500

視野（近）（mm） 370 × 240 @ 0.5 m 800 × 450 @ 1.0 m 1200 × 1000 @ 1.2 m 970 × 1160 @ 1.2 m

視野（遠）（mm） 800 × 450 @ 1.0 m 1500 × 890 @ 2.0 m 3000 × 2400 @ 3.0 m 2830 × 3320 @ 3.5 m

解像度 1920 × 1200 1920 × 1200
2048 × 1536（深度）

2048 × 1536
4000 × 3000/2000 × 1500（RGB）

画素数 (MP) 2.3 2.3 3.0 3.0

*Z 方向一点振り返し精度 ( σ ) 0.05 mm @ 1.0 m 0.2 mm @ 2.0 m 0.5 mm @ 3.0 m 1.0 mm @ 3.0 m

**VDI/VDE 測定精度 0.1 mm @ 1.0 m 0.2 mm @ 2.0 m 1.0 mm @ 3.0 m 3.0 mm @ 3.0 m

3D 撮像時間 (s) 0.3 - 0.6 0.3 - 0.6 0.5 - 0.9 07 - 1.1

基線長（mm） 180 270 380 400

外形寸法（mm） 265 × 57 × 100 353 × 57 × 100 459 × 77 × 86 481 × 98 × 145

重量 (kg) 1.6 1.9 2.9 4.3

稼働温度範囲 0 - 45° C -10 - 45° C 0 - 45° C

通信インターフェイス イーサネット

イメージセンサー ソニーの CMOS イメージセンサー（高性能なマシンビジョン用のハイエンドタイプ）

稼働電圧 24V DC, 3.75A

安全と電磁両立性 CE/FCC/VCCI

保護等級 IP65

放熱 自然冷却

Mech-Eye 
PRO S

Mech-Eye
PRO M

Mech-Eye
LSR L

Mech-Eye 
DEEP

DEEP LSR LPRO S PRO M

*100 回測定した時の１点 Z 値の標準偏差，測定対象はセラミックプレート
**VDI/VDE 2634 Part II を参照
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グラフィカル、ノーコードのインターフェイス、使いやすい
グラフィカル、ノーコードのインターフェイス、シンプルな UI 設計、機
能パーティションを明確に分割。ユーザーはいかなるプログラミングスキ
ルも必要とせずにビジュアルエンジニアリングの構築を実現できます。イ
ンテグレータによる独自開発も可能です。

ディープラーニングなどの先進的なアルゴリズムを搭載
ディープラーニングなどの最先端のアルゴリズムモジュールが搭載され、
複雑かつ多様なニーズに対応可能です。バラ積み物体、ある程度の光を反
射する物体、ダークカラーの物体などにも対応でき、複雑なシーンでも認
識、位置決め、測定などのビジュアル機能を実現できます。

複数の典型的なアプリケーション・プラグインを搭載
バラ積み部品の供給、段ボール箱のデパレタイジング、宅配便小包の供給、
登録不要のピッキング、高精度な位置決め、接着剤塗布の実行など様々な
アプリケーション・プラグインの統合により、ユーザーが複数の知能ロボ
ットの典型的なアプリケーションを簡単にデプロイできます。

Mech-Vision は、次世代のノーコード画像処理ソフトウェアです。完全なグラフィカルインターフェースを採用しているため、ユー
ザーはコードを編集しなくても、バラ積みワークのロードとアンロード、ダンボール箱 / 麻袋のパレタイジングとデパレタイジング、
高精度な位置決め、組立、接着剤塗布 / 塗装 / 溶接、欠陥検査、寸法測定などの先進的なマシンビジョンを活用できます。3D ビジョン、
ディープラーニングなど最先端のアルゴリズムモジュールを内蔵し、実際の複雑で多様なニーズを満たすことができます。

多種類のトレーニングモデルを搭載
欠陥の検出、分類、インスタンスセグメンテーションを含む複数のトレー
ニング可能なモデルに対応できます。
物体に対して迅速な位置決め、正確な認識、分類、欠陥検出が実行できます。

少ないサンプルデータ
先進的な AI アルゴリズムが搭載されており、少量のサンプルデータ（数
十枚）でトレーニングの要件を満たします。

操作が簡単で使いやすい
グラフィカルな操作インターフェイスにより、ユーザーは技術の専門知識
がなくても、簡単な学習を通じてディープラーニングのモデルトレーニン
グを行うことができます。

データのセキュリティを強化
ユーザーはローカルでデータのアノテーション、モデルトレーニングなど
のステップを自主的に実行でき、外部にデータを転送する必要がないので、
データのセキュリティを保証できます。

Mech-DLK は Mech-Mind より新しくリリースされたディープラーニングのセルフトレーニングツールです。ディープラーニングモ
デルのトレーニングにおけるデータ収集、フィルタリング、インポート、アノテーション、モデルトレーニング、検証及びデプロイ・
応用のフローを統合し、ユーザーの独自操作を容易にするとともに、学習効率の向上、プロセス全体のデータセキュリティ確保を実現
します。

Mech-DLK
ディープラーニング・プラットフォーム・ソフトウェア

Mech-Vision
ノーコード画像処理ソフトウェア
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Mech-Viz 次世代のロボット制御ソフトウェアにより、可視化されたノーコードのプログラミングインターフェイスで、ワンクリック
でシミュレーションを実行可能です。軌道計画、衝突検査、把持計画などの知能アルゴリズムが搭載され、世界における多くの主要メ
ーカーのロボットに対応しています。

可視化されたインターフェイス

知能化把持計画アルゴリズム

ピッキングの計画

可視化、ノーコードのプログラミングインターフェイスで、ワン
クリックでシミュレーションを行えます。プログラミングする必
要がなく、ユーザーは簡単にロボットの操作に着手できます。  

Mech-Viz に強力な知能化把持アルゴリズムが搭載され、衝突を回
避できるように、適切な把持角度と把持位置を自動的に選択します。
安定かつ、スムーズな生産を保証します。

部品の複数把持位置姿勢、把持範囲と対称性の設定、複数 TCP 対
応などの機能を備え、運動シミュレーションや衝突検出と併用し
て、ロボットが衝突を回避して正確に対象物を把持するよう計画
します。

知能化アルゴリズム 
軌道演算計画、衝突検出、把持計画などの知能化アルゴリズムが
搭載され、最適なモーションプランニングを実行し、部品同士の
衝突と環境内の衝突を回避することができます。 

主要ロボットに対応
高い汎用性で、既に世界における数十ブランドのロボットに対応済
み、新規ロボットにも容易に接続できます。

Mech-Viz
ロボット制御ソフトウェア
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クライアント及びパートナー（一部）

対応済みロボットメーカー（一部）

Mech-Mind Robotics は、AI+3D ビジョンを中核とする知能ロボットテクノロジーを扱う企業です。北京、上海、ミュンヘン、東京、
シカゴなどで拠点があり、各国へ事業を展開しています。現在、世界の AI+ 産業用ロボット分野において、最も多額の融資を受け、総
合的な技術力を持ち、多くの実績を生み、広い応用分野を持つ企業の一つです。

世界水準のチーム
Mech-Mind は現在、約 700 人のチームとして、成長し続けています。技術チームには、カーネギー・メロン大学、カリフォルニア大
学、ミュンヘン工科大学、デルフト工科大学など、世界最高峰の大学出身のエンジニアが数多く在籍しています。当社は 3D センシング、
ビジョンやロボットアルゴリズム、ロボットソフトウェア、産業応用ソリューションにおいて豊富な経験を積んできました。現時点で、
Mech-Mind は申請済みまたは審査中の特許及びソフトウェア著作権を数十件有しています。
高レベルの自社カメラ工場を建設し、万全な納入、研修及びアフターサービス体制を構築しているため、世界中のお客様からのニーズ
に速やかに対応することが可能です。それと同時に、ロボットシステムインテグレーターには、納入サポート、スタッフの研修、参考
プランの作成、展示会のサポート、重要や困難なプロジェクトの取り組みなどのサポート及びサービスを提供することもできます。

2016 年に会社設立以来、急速に成長し、政府や多くの主要機関投資家から認められている
Mech-Mind は 2016 年に会社設立以来、業界をリードする技術とアプリケーションを多く世に送り出しており、中国国際工業博覧会、
東京での国際ロボット展やミュンヘンでの国際オートメーション・メカトロニクス専門見本市など国内外において最も影響力のある展
示会に相次いで出展し、多くの著名メーカー、ユーザーの注目を集めました。
Mech-Mind は、IDG キャピタル、美団（Meituan）、セコイア・キャピタル・チャイナ、ソースコード・キャピタル、インテル・キ
ャピタルなど数々の著名機関投資家から多額のバックアップを受け、シリーズ C+ の資金調達を総額 2 億ドル以上調達しています。

多くの業種、多くの分野、多くの国に対して大量の納入をいち早く達成
Mech-Mind の AI+3D ビジョン + 産業用ロボットソリューションは、既に自動車、物流、建設機械、鉄鋼、新エネルギー、電子機器な
ど多くの分野で活用されています。全世界での実績は 3,000 件を超え、バラ積みワークのロードとアンロード、ダンボール箱 / 麻袋の
パレタイジングとデパレタイジング、高精度な位置決め、組立、欠陥検査 / 測定、接着剤塗布などの主要な用途をカバーしています。
これまでに中国では最大手の空調企業、通信設備企業、鉄鋼企業、バス製造企業、建設機械製造企業に対して、そして日本では最大手
自動車部品メーカー、有名ロボットメーカー、大型自動車メーカーに対して、さらに世界規模においても大手家庭用化学製品企業など
のお客様に対して、ソリューションを提供して参りました。弊社の事業は中国、日本、ドイツ、イタリア、スイス、シンガポール、ア
メリカ、トルコ、韓国、タイなどで展開しています。
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