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デザインとデジタルの融合

HOMAG の
次世代機械

デジタルの未来を形にする。
HOMAG の新しい機械を
HOLZ-HANDWERK の
ホール 10.0 で
ご体験ください

HOMAG は、今年度の HOLZ-HANDWERK で次世代の機械
を初披露いたします。「デザインとデジタルの融合」をモットーに、すべ
ての機械がさらに直感的に、モダンに、ユニークになるばかりでなく、
エコシステム tapio へのリンクがすばやく簡単にできるようになりま
す。この機能を使用するかどうか、いつから使用するかは、皆さんに
自由に決定していただけます。モダンで機能性を重視したデザイン
が、特別な操作体験を実現し、会社の革新力を目に見える形で
強化します。顧客だけでなく、競合他社にも強烈な印象を与える
デザインです。
HOMAG が誇る新デザインの機械技術を、3 月21～24日の
HOLZ-HANDWERK でご自分の目でお確かめください。

わかりやすい機械デザインと視覚的なアクセントが直感的な操作を実
現。
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新しくなった製品名: 単純明快
機械のデザインが新しくなっただけでなく、製品名もわかりやすくす

製品の新たな名前に関する

るため、今後は、どの機械の名前にも機能が直接含まれるように

詳細とその他の例は、

なりました。これにより、数多くの製品の中から任意の機械を簡単

次のサイトでご覧ください:

に見つけることができます。たとえば、

www.homag.com/dezain-dejitaru-deai

HOLZ-HANDWERK で縁貼り機を見つけたい場合は
EDGETEQ、鋸を見つけたい場合は SAWTEQ という名前を探
してください。

一歩先を行くソリュー
ション
皆様と一緒に目標の達成を目指し、新しい道へ。
デジタル未来への道を最適な形でお供できるよう、私たちは市場

達成することができます。そのために、たとえば tapio 対応の機械

の一歩先を歩みます。HOMAG は、デジタル未来に合ったハイテ

やオーダーメイドのソフトウェア、HOMAG のグローバルなサービスネ

ク機械でなく、個々のお客様に合った総合的ソリューションを提供

ットワークを通じたサービスなどが活用されます。HOMAG は、お客

します。長い伝統を誇る工房の手作業にも、ロットサイズ 1 の製

様と共に明日のトレンドを形作り、どんな課題にもお客様に合った

造にも、大量生産にも対応できるパートナーとして、お客様と共に

ソリューションを見つけます。

進歩はデザインから始まる。
新世代機械の魅力を発見してく
ださい！

競争力の確保に努めます。この業界に従事する企業の仕組みを
知り尽くしている HOMAG は、お客様のニーズに合わせ、目的を

HOMAG のハイライト

HOLZ-HANDWERK (3 月 21～24 日) では、次のような製品をご覧いただけます。
新しい機械:

窓の単品生産:

最新のデザインで、クラウドとのネットワーク化が可能

平削りから塗装までの完全ソリューション

「自律セル」:

工場内の透過性:

最初の自律運転工場コンセプト

製造実行システム ControllerMES

新しいパネルソー:

デジタル未来からの最新ニュース:

高い処理能力とエルゴノミー

エコシステム tapio と新たな「デジタル製品」

あらゆる性能クラスで

詳細はこちら : www.homag.com/hhw

最高の縁材品質
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「自律セル」

1
3
1.000
つの工場

つのセル

の可能性

HOMAG が初の自律運転式工場のコンセプトを発表
HOLZ-HANDWERK でライブ体験: 完全に自律運転する始め

ほぼ 100 % の稼働率、高い繰り返し精度、ピンポイントの部品

ての工場。現時点ですでに全自動となっている 2 つのセルで構

ハンドリング: ロボットは、信頼の置けるパートナーであり、生産経

成されます。セルをつなぐ自律運転式のヘルパーとして無人運転

済性を高めます。HOLZ-HANDWERK では、6 軸ロボットが縦

の運搬車両 (FTF) が投入され、セル間での部材の運搬を受け

型加工センター DRILLTEQ V-500 (旧 BHX 200) の自動部品

持ちます。

ハンドリングを受け持ちます。セルコントローラへの統合により、ロボッ

「自律セル」は、手作業主体の工房でも大規模な工場でも、大

トの操作が非常に簡単になります。また、プロセスに新しい部材を

量生産でも単品生産でも、その柔軟性を生かしてこれまでになか

組み込んだり、調整や検証、部品の向きの変更といった機能を組

った可能性を切り拓くことができます。

み込んだりもできます。

セル 1

セル 3

部材ハンドリングを内蔵したハイテク縁貼り機

無人運搬車両を通じた柔軟な連結

縁貼り機 EDGETEQ S-500 (旧

2 つの全自動セルを結ぶ自律運転式の運搬ヘルパー: 無人運

KAL 370 profiLine) は、リターンシステム LOOPTEQ O-600 (旧

転の運搬車両 (FTF) が、エッジセルの加工済みスタックをドリルセ

TFU 521) との組み合わせにより最高の柔軟性を実現します。

ルへと運びます。

新しい EDGETEQ S-500 は新たな可能性を開きます。高い柔
軟性を誇る EDGETEQ S-500 は、3 つのプロファイルと面を切り

ソフトウェア

替え、同時に 3 種類の縁貼りプロセスを提供します (ページ 6)。

セルと無人運搬車両 (FTF) のスマートネットワーク化

セルが各部材を正しく処理できるよう、事前に部材にデジタル ID

セル内の通信ネットワークの中心にあるのが、HOMAG 製造実

(バーコード) が装着されます。

行システム ControllerMES です。このシステムは、自動化された

全自動の部品の流れを部材リターンシステム LOOPTEQ O-600

エッジセルの個々のコントローラや、CNC ロボットセル、FTF のコン

が引き継ぎます。ここでは、リターンシステムにスタック設備が組み込

トローラと通信します。そこで使用されるのが「AGV セルコントロー

まれているため、加工された部材を排出したり、自動的にスタック

ラ」（AGV = Automated Guided Vehicle) です。このコントローラ

したりできます。これは、幅に合わせた回転機能とやさしいハンドリ

は、FTF の走行ルートの計画を受け持つ車両マネージャと密接に

ングのために新たに開発されたバキューム式搬送を使って行われま

つながっています。

す。リターンシステムと縁貼り機は、セルコントローラ woodFlex を通
じてネットワーク化されています。

「自律セル」のメリット

·· 木材加工に関する知識と FTF テクノロジーの組み
合わせ

·· 1 か所での材料管理
·· tapio に対応
·· 加工セルの柔軟な連結: 空間内に自由に配置で
き、ローラレールの位置に拘束されない

·· 迅速な反応: 製品範囲や加工順序を後から簡単
に変更可能

セル内で材料はどのように流れるのか？こちらで
ご覧ください:
www.homag.com/jiritsu-seru
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セル 2
縦型 CNC 加工機械におけるロボットハンドリング

HOMAG

手作業のためのリフトテーブル付き新型鋸
コンパクトな手作業用シリーズ 2 に、リフトテーブル付きのモデルが

きます)。しかし、リフトテーブルが組み込まれているため、シリーズの

加わりました: 新しい SAWTEQ B-200 (旧 HPL 200) です。そ

シングルソーに比べて性能が大幅に向上しています。リフトテーブル

のメリットとは？SAWTEQ B-200 の鋸刃突出量は、これまでの

にパネル束全体を積載し、そこから個々のパネルを自動的に後方

基本モデル HPP 200 と同じ 60 mm です (オプションで長くもで

の機械テーブルに送ることができます。時間が節約できる上、エル
ゴノミーが改善され、生産が加速します。

HOLZ-HANDWERK 以降に提供される
SAWTEQ B-200 の新たなハイライト:

·

鋸刃突出量 95 mm または 80 mm (60 mm に代

·

最新式ハイエンドマシンコントローラ CADmatic 5 を

わるオプション)
標準装備 (次の作業手順を示すアシスタントグラフ
ィック付き)

·

エルゴノミーに配慮した簡単なハンドリングとデスタッキ
ングを実現する intelliGuide Basic とデスタッキング
モジュール (オプション)

·

幅 800 mm のエアテーブル (大きくて重いパネルの
取り扱いに最適)

簡単でわかりやすい

新しい鋸コントローラ CADmatic 5
ソフトウェア CADmatic 5 の新しいバージョンは、単純でわかりや
すい鋸操作に重点を置いています。でも、新機能の方は？

CADmatic 5 は誰が使えるのでしょうか。
CADmatic 5 はすでに HOMAG の鋸シリーズ 3～6 に装備さ
れています。「HOLZ-HANDWERK」メッセ以降は、シリーズ 2 や

メーメスハイムさん、この新しい鋸コントローラの裏には何が隠され

SAWTEQ B-130 (旧 HPP 130) にも装備されます。

ているのでしょう。
ユーザーインターフェースを一新しました。手順を大幅に改良し、最

「CADmatic 5 を 3 語で表すとしたら？シ
ンプル。エルゴノミック。直感的。重要な機能
がワンクリックで使えるので、シンプル。何もか
もが、この辺にあるはずと思う場所にあるの
で、エルゴノミック。ほとんどの機能が説明な
しで理解できるので、直感的。

適化することで、機械全体の操作がさらにエルゴノミーに沿ったも
のになっています。新しい制御ソフトウェアは、顧客からの意見を
取り入れて開発されていますし、全般に現場志向が強いと言え
ますね。
オペレータにとって簡単になった点は何ですか。
操作を楽にするため、いろいろな機能範囲がまとめられています。
たとえば、異なるビューの間を、モバイル端末でおなじみのスワイプ
操作でナビゲーションできるようになりました。ソート、検索、クリーンア
ップといった快適な機能でデータをわかりやすく整理できます

アルネ・メーメスハイム (Panel Dividing ソフトウェア
製品マネージャ)

小規模平面倉庫にも対応

X 形状の吸着レール
HOMAG の最小の平面倉庫でも、各種材料の運搬が柔軟に
できるようになりました。その理由である平面倉庫 STORETEQ
S-200 (旧 TLF 211) と X 形状の吸着レールの組み合わせ

ST 71 の
ハイライト:

は、HOLZ-HANDWERK で披露される倉庫技術の中でも、ハイ

実績あるイジェクター技術が

ライトと言えるものです。

·
·

これにより、STORETEQ S-500 (旧
TLF 411) でしか実現できなかった用途の多くが STORETEQ
S-200 でも可能になります。

エネルギーを節約します
各パネルの特性に合わせて空気流を制御します

システムで計算されたパネルパラメータが自動的に呼び
出されます

STORETEQ S-200 のハイライトは、吸着レール ST 71 との組み合わ
せ。
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スプレー塗装: ロボットと自動化
高品質表面
HOMAG は、ニュルンベルクで パートナーの MAKOR と共に画期

節します。HOLZ-HANDWERK では、さらにシリーズ

的な初のスプレーロボットを披露します。

SPRAYTEQ S-100 (旧 GSF 100) のスプレー機も訪問者を待

このロボットは、部材の面と縁を区別し、塗料の量を調

ち受けています。どちらの機械も、全自動のロード/アンロードステー
ションのおかげで塗装工程をほぼ無人で実行することができます。
特に中小規模の工場でスプレー塗装を行う場合は
SPRAYTEQ S-100 シリーズが最適です。このクラスの塗装機械
の中で最もコンパクトな SPRAYTEQ シリーズは、設置面積が小
さく、あらゆる種類の家具 (無垢材を含む) 、インテリアエレメント、
窓、階段、ドアなどの製造に使用できます。

HOMAG では、手作業による塗装から自動
スプレー技術まで、あらゆるニーズに合ったソリ
ューションをご用意しています。

縁材加工

柔軟性

3
HOMAG の縁材エキスパートは、今年、プロファイル加工とエッジ
加工において 3 つの選択肢に重点を置いています。生産性を高
めたいという方には、新しい 3 プロファイル技術が最適です。3 つの
プロファイルと 20° の面の間で、すばやく繰り返し精度の高い自動
切り替えを実現します。「3 プロファイル技術パッケージ」は、3 段階
の半径に対応する仕上げルーターユニット、ラウンドトリミングユニッ
ト FK30 の 3 プロファイルヘッド、3 つ以上の半径に対応するプロ
ファイルスクレーパで構成されます。縁貼りのプロセス (PU、EVA、ゼ
ロジョイント技術 airTec) を短い間隔で切り替えたい場合、3 つの
縁貼りプロセスを 1 つの機械で実行できるようになりました (たと
えば airTec からボタン 1 つで EVA に切り替える、など)。

EDGETEQ S-500 (旧 KAL 370 profiLine) の新機能
は、HOLZ-HANDWERK でライブ体験できます。

エントリーレベルで最高の縁材品質
エアー調整式のエンドカッターとスクレ
ーパーを標準装備。

縁貼り機 EDGETEQ S-200 (旧 Ambition 1130 FC) は、手作
業に最適なオールラウンダーです。継ぎ目ルーターが縁を最適に準
備し、2 モーター式エンドカットユニットが完璧な切断を行います。
ルーター加工ユニットの特長は、半径、面、トリミングカッターが簡
単に切り替えられることです。仕上げエリアには ３ つのユニットが
あり、角加工を含むラウンドトリミングユニットが加わっています。これ
は、この性能クラスには珍しい組み合わせです。包括的なユニット
装備に加え、初めてユニットの自動化が可能になっています。
EDGETEQ S-200 には、オプションでプレッシャーゾーンのエア 2
点調整を装備できます。
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平削りから表面加工までの完全ソリュ
ーション。
窓の単品生産を一手に

HOLZ-HANDWERK では、窓製造分野で最高の性能を誇るワ

今回、HOMAG は次の一歩を踏み出し、単品生産のための

完璧な表面仕上げには、窓単一部材の防水加工または塗装を

ンポータル設備がご覧いただけます。

ソリューションを組み込むことにしました。でも、どうやって？平削

行う機械を使用します。窓メーカーは、独自のニーズに合わせたコ

CENTATEQ S-900 (旧 BMB 925)

り、CNC、表面加工の技術を組み合わせることによってです。土台

ンセプトで、どの面も完璧にコーティングされ、後は組み立てるだけ

は、2 台の加工テーブルと両側に独立したユニットを装備していま

にあるのは、シリーズ CENTATEQ S-800/900 です。平削りに最

の状態に完成した窓部品を製造できます。その際、1 日の製造

す。すでに 10 年前にシリーズ発売となったこのフラッグシップは、最

適なのは、直感的な powerTouch 操作とツールのクイック交換シ

数量が 25 か 50 か、あるいはそれ以上かは関係ありません。

適な条件下でシフトあたり 60 ユニットを処理できます。

ステムを備えた MOULDTEQ M-300 (旧 LPP 300) です。6 つ
のスピンドルでガラス枠を切断し、上下を平削りすることができます。

窓製造トリオ:
平削り盤、CNC オールラウンダー、スプレー機

ユーザー同士の助け合い

新しい HOMAG ソフトウェアフォーラム
以前の「WOODWOP」フォーラムが、今回、さらにグレードアップし
て提供されます。
新しい HOMAG ソフトウェアフォーラムには、木材加工のソフトウェ
アに関するあらゆる問題で友人たちがあなたの力になってくれます。
プログラミングソフトウェアに関する質問以外に、今回は最適化ソ
フトウェア Cut Rite についてもあらゆることが議論されます。

·· woodWOP バージョンと機械名称のユーザープロフィールによる
迅速なヘルプ

·· 投稿の定期購読によって、会話を逃しません
·· アンケートの開始などの新機能
·· 「古い」フォーラムも引き続きアーカイブとして利用可能
あなたのソフトウェアについて質問がありますか? 私たちのコミュニテ

新しいフォーラムで提供されること:

ィに任せてください!

·· 多彩なテーマ: woodWOP と Cut Rite
·· 新しい、見やすくなった表示
·· 「レスポンシブ」デザインでモバイルでアクセス可能 (スマートフォン

forum.homag.com

およびタブレットでの表示を最適化)

必ず期待にお応えし
ます。
Life Cycle Services

HOMAG は、お客様のために常にサービス内容の充実を図ってい

フサイクル全体をサポートすべく、交換部品管理から点検、メンテナ

ます。HOMAG は、総合的なパートナーとしてお客様の成功と、生

ンス、リモートサービス、アップデート、トレーニングまであらゆるサービ

産性、柔軟性、品質の向上を目指します。

スを提供します。

全世界に散らばる HOMAG サービスチームは、機械・設備のライ

HOLZ-HANDWERK
の新顔:
·· HOMAG Warranty Plus – 世界中で有効な総合
保証パッケージ

·· 5 軸技術のメンテナンス – メッセ特別価格で
·· 新機能が加わった ServiceBoard
·· intelliGuide Basic/Advanced/Professional –

HOMAG のオペレータ支援システムの全パッケージが
アップグレード可能に

·· デジタル未来に向けて、tapio が提供する新たなデジ
タルサービス

7

tapio
生産効率を最大限に。

SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)

tapio は、木材産業全体のためのオープンなエコシステムを創造
します。TAPIO は、中立な技術的基盤を確立し、パートナーの
ために貢献します。機械メーカーやサプライヤを含め、生産の全
体を常に視野に入れることが可能になります。tapio のパートナー
(HOMAG、Venjakob、Leuco、
Rehau、Henkel) は、tapio チームと協力して新しい機能やアプリを開
発しています。

intelliDivide
tapio ベースの最適化 SaaS
切断図面の作成からツール管理、個々の材料パラメータの呼び

App Store で入手
tapio 製品は、Apple および google Play Store で提供されていま
す。www.tapio.one を通じて機械をリンクすると、製品がダウンロー
ド可能になります。TAPIO では、アプリの他にも機械やデジタル製
品、ユーザーを個別に管理できるポータルをご用意しています。

出しまで木材産業のバリューチェーンを構成するあらゆる製造過
程において、インテリジェントにネットワーク化されたソフトウェアソリュ
ーションの重要性が高まっています。
そのため、CADmatic 5 を装備した HOMAG の鋸シリーズ 3～6
はすべて tapio に対応しています！「HOLZ-HANDWERK」メッセ

利用可能なアプリ:

以降は、シリーズ 2 や SAWTEQ B-130 (旧 HPP 130) も tapio

MachineBoard: 機械を最適に監視します。
機械のオペレータは、スマートフォンがあれば機械に関する表示デー
タをリアルタイムで確認できます。

に対応します。これにより、鋸を tapio というエコシステムにリンクさ
せ、クラウドベースの高性能ソフトウェアを利用するための基盤が確
立できます。

DataSave: 停止時間を短縮します。
重要な機械データがすべて 1 つの安全なエリアに保存されるため、
必要なときにすぐに使用できます。

メリット:
·

intelliDivide は、オペレーティングシステムの種類とは

·

機械構成が自動的に取り込まれる (tapio に接続

·

ユーザーはメンテナンスやアップデートを行う必要がな

·
·

低コストで最適化が始められる

HOMAG がメッセで紹介するクラウドベースの高性能ソフトウェア

無関係に、インターネット接続さえあれば機能する
している場合)
い
intelliDivide は、CADmatic 5 がなく、鋸が tapio に
リンクされていない場合でも制限付きで機能します。
お問い合わせください。

は、intelliDivide です。最適化ソフトウェアである intelliDivide は、
処理能力が格段に高く、短時間で複数の最適化バリエーション

ServiceBoard: すばやくインタラクティブにヘルプが得られます。
エラーメッセージが発生した場合に、ServiceBoard を使って (たとえば
HOMAG の) サービスパートナーに直接連絡すれば、HOMAG エキスパ
ートがビデオ接続を介してライブでサポートします。
HOLZ-HANDWERK 以降では、さらなるアプリが提供されています。

の結果を提示することができます。
intelliDivide を使えば、廃材率に注目した結果だけでなく、機械
稼働時間を最短にした場合の結果、ハンドリングが最も簡単な
場合の結果など、それぞれのニーズに合った最適化を選ぶことが
できます。
intelliDivide と並行して、Cut Rite 最適化ソフトウェアもこれまで
どおりローカルで使用できます。

www.tapio.one
機械をエコシステム tapio にリンクしま
しょう！

デジタル工場への道。
製造業では、機械のネットワーク化と製造実行システムの統合が

そんなことはありません。このソフトウェアはモジュール型に構成され

重要課題になりつつあります。なぜなのでしょう。ヘンドリック・アルバ

ているため、顧客の市場ニーズに最適に合わせることができます。

ース (ControllerMES 製品マネージャ) に聞いてみました。

逆に言えば、家具作りに不要な作業手順を簡単に除外すること
ができるわけです。たとえば、自動ロット作成などですね。

なぜ、製造業においてもネットワーク化が重要なのでしょうか。
家具業界のトレンドは、引き続き、手頃な価格で独自の製品を提
供したいという顧客の希望に沿って動いています。そこで役立つの
が製造実行システムです。情報がオフィスから工場へとスムーズに
流れ、すべての製造過程が見渡せることで、工場の編成がしやす
くなります。その結果、それぞれの顧客のニーズに柔軟に対応するこ
とが可能になります。
製造過程の最適化は、規模とは無関係に
あらゆる会社で必要です。

8

ControllerMES は、家具業界で開発されましたが、家具作りと
いう業種とその特殊の要件にとって工業的過ぎませんか。

www.homag.com/digital-workshop

