
オートメーションに
革新を
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1968年、オーストリアの都市リンツに誕生したKEBAは、
今日、ダイナミックなアプローチで技術革新を生み出し、
高品質な製品を提供する世界的な企業になりました。

KEBAの技術は人々の生活や就業環境をより豊かにし
ます。

インダストリアルオートメーション、バンキング/サービス
オートメーション、そしてエネルギーオートメーションの
各分野において、KEBAは、お客様が長期間にわたり市場
で高い競争力を持つことができるソリューションの創造に
日々努めています。

オートメーションに
革新を
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KEBAの絶え間ない努力で生み出された製品は、操作性
の高いコントロール装置と統一された構造を持ち、複雑
な制御を容易に行うことが可能です。 これらはKEBA製
品の最大の特徴でもあります。

KEBAは私たちの目指す “使いやすさ” が常にお客様の
ニーズと一致するよう努め、技術的な課題へのソリューシ
ョンを導いていきます。

ヒューマン・インターフェースにおける私たちのアプロー
チは、未来志向であるというだけではなく、現場での実際
のオペレーションに沿ったサービスを提供するという考
え方を表しています。

 

そのため、私たちはソフトウェアのコンセプトを作成する
際、「ユーザーは何を希望しているのだろう」という重要
な問いからアイディアを広げています。 このように、開発
の初期段階からGUIまで、どのような設計がユーザーに
とって利用しやすいかを念頭におきながら開発を行って
います。

KEBAの社員の努力が認められ、これまでに様々な賞を
獲得しています。 私たちはこれらの賞をイノベーションに
おけるKEBAの強みであるととらえ、更なる歩みを続けて
いきます。

私たちのビジネスの中心は未来志向の製品とサービスを生み出すことです。 KEBAの開発現場ではさらにその先の
ステップにも取り組んでいます：

iFプロダクトデザインアワード： 2007年、2008年、2010年
オーストリアの研究推進賞： 2008年
ワールドメール・アワード： 2004年
オーストリアン イノベーションアワード： 2000年、2003年
アッパーオーストリアン イノベーションアワード： 1996年、1999年、2000年、2003年

デザインをひとつに
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私たちの未来には
どんな世界が待っている
のでしょうか

私たちには１つ、確かなこと
があります。 それは私たちの
従業員こそがKEBAのイノベ
ーションの核であるというこ
とです。

KEBAが従業員のアイディア
を受け入れ、サポートし、ま
た時にはそのアイディアをよ
り良くするための課題を投
げかける環境を提供してい
ることが、彼らがKEBAで働
く主な理由です。 言い換え
れば、KEBAには個々の創造
力が溢れているといえるでし
ょう。

私たちが考え、行動することの全てにおいて未来の世界
を視野に入れています：  このビジョンを持つ者のみが
イノベーションを創造し、物事を実現することができる
のです。

KEBAでは、既存のプロセスの簡素化や、処理速度の高
速化、今までとは異なるまったく新しいアプリケーション
の提案など、新しいイノベーションが日々生まれていま
す。 私たちは市場のトレンドを敏感に察知し、各分野で
の開発に活かしています。 お客様、エンドユーザー様とも
に、市場のトレンドに裏打ちされた私たち独自の開発計
画にご理解をいただいています。

どのようにトレンドを巻き起こすのか？

KEBAのイノベーションマネージメントは企業の枠をは
るかに超えています。 私たちは研究機関、大学、そし
て海外の関係機関など社外に様々なパートナーシップ
を持ち、コラボレーションを行っています。

このアプローチにより、私たちはお客様が個々のマーケッ
トに大きな影響を与えられるようなソリューションを、日
々研究開発しています。 1つの開発プロジェクトの完成
と共に、私たちは更なるイノベーションを創造し、世界中
のお客様の利便性を向上させるための新たな課題に取
り組んでいます。
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私たちはお客様と徹底してコラボレーションを行ってい
きます。

“徹底的にお客様と対話を重ねる。”  これが私たちがお
客様のビジネスや考え方を深く理解し、お客様の志向に
あった提案を行う唯一の方法です。

私たちはお客様に対してオープンで、高い信頼性を持つ
有能なパートナーとして行動します。 誠実さと信用は私
たちにとってもっとも重要な要素であり、日々のビジネス
においてお客様と真のパートナーシップを築いていきま
す。 

共に成功し続ける

KEBAは単なるオートメーションソリューションの提供者
ではありません。 私たちは自らを技術と営業の両面にお
けるコンサルタントと自負し、製品のライフサイクルを通し
てお客様をサポートしていきます。

この徹底的なコラボレーションにより、ビジネスの初期段
階からお客様への理解を深めることに成功しています。 
また、私たちはお客様の世界を知ること、そしてお客様の
使用言語でサポートを行うことに取り組んでいます。

今日、私たちはお客様の工程を深く理解することで、様々
な分野においてオートメーションのエキスパートとして認
知されています。 システムモジュールの原理を用いて、私
たちは幅広い制御、オートメーションの課題を解決して
いきます。 しかし、一番の強みは、お客様の市場で高い競
争力をもった高付加価値のハードウェア、ソフトウェアを
開発・提供できることです。

このようなアプローチによって、各分野で必要とされる理
想的な性能とアドバンテージを新製品に反映することが
可能となっています。 多くのお客様が、現在、それぞれの
市場でグローバルマーケットリーダーになっているのは
偶然ではありません。 その事実が、このコラボレーション
を推進する上で私たちの大きな刺激となっています。 
そして、これこそが私たちの理念、「私たちが成功を手に
する前にお客様が成功すること」 を表しています。

成功への取組み
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KEBAは45年以上にわたり、複雑なオートメーションシ
ステムの操作と制御に関わってきました。 私たちは当初
から、産業機械分野に注力することによってお客様に大
きな価値を提供できると確信していました。

インダストリアルオートメーションでは以下の技術に特
化しています。

•	 プラスチック射出成形
•	 産業用ロボット
•	 パッケージング
•	 板金加工
•	 ビジュアリゼーション

私たちはこれらの技術によって、あらゆるソリューション
をワンストップで柔軟に提供することに成功しています。

最適化されたオートメーションソリューションは、広範囲
にわたるシステムプラットフォームに基づいています。 

高性能なハードウェアやソフトウェアコンポーネントがお客
様からのご要望を実現し、“機械に命を吹き込む” こと 
を可能にします。 このインテリジェント制御ソリューショ
ンによって、お客様は複雑な動作をより簡単に、より素早
く行うことが出来ます。 製造工程において、KEBAの製品
は高い柔軟性と信頼性、そして安定性を併せ持ったソリ
ューションとして高い評価を得ています。

コストパフォーマンスの向上と、市場やお客様のニーズに
対するソリューションの提供の両方を実現することは、高
い競争力と安定性のある製品をお客様に提供するため
に極めて重要です。 KEBAが長年の経験と情熱をもって
世界を牽引するお客様のお手伝いをしてきたという事実
が、私たちの成功の理由といえるでしょう。

インダストリアル
オートメーション

ロボット

極めて高い品質が要求される自動車業界などの分野に
おいて、精密さと信頼を兼ね備えたKEBAの製品は高い
評価を得ています。 KEBAの高性能なロボットソリューシ
ョンにより、素早いスタートアップやトップクラスのパフォ
ーマンスなど、様々な利益をお客様に提供しています。 ロ
ボットの生産性が飛躍的に向上することにより、お客様
の競争力を格段に高めることが可能です。
 

プラスチック – 射出成型機用制御装置

プラスチックは、今後も私たちの生活にとって欠かせない
素材となるでしょう。 KEBAは射出成型機の制御装置を
長年にわたって開発、製造することで、プラスチックの加
工過程における豊富な知識と経験を得てきました。 今
や、KEBAは射出成型機の制御技術において世界的なリ
ーダーになるまでに成長しました。 高性能なソフトウェ
ア・ソリューションによって、プログラミングや複雑な機能
の操作を簡素化することが可能です。 KePlastのソリュ
ーションは、品質、性能の両面で市場を牽引しています。

Delem社による板金加工技術

DELEM社の買収により、KEBAでは板金加工機向けの
自動化ソリューションを提供しています。同社が長年の
取り組みで培ったプレスブレーキに関する制御技術の知
識・ノウハウを活用し、様々な素材に対する加工に対応、
プレスブレーキの生産性向上に貢献します。

ビジュアリゼーション

効率的なオペレーションや状態監視を行う上で、人間
工学に基づいた直感的なUIが、重要な要素となりま
す。KeTopは、ユーザーの視点で使いやすさを考慮して
開発された、モバイル型の操作端末です。
KEBAのKeTopは、世界のモバイル・オートメーションの
分野において、マーケットリーダーです。オーストリア製の
KeTop製品は、日本でも利用されています。
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KeControl	FlexCore

KeControl FlexCoreは、個々の制御ソリューションに
対応するオープン制御システムです。
この技術を導入することで、お客様はコア･コンピタンス
の開発に注力できます。
オープンアーキテクチャにより、KeControl FlexCoreは
個々のソリューションに高い柔軟性を提供します。お客
様のソフトウェアモジュールをコントロールコアの深いレ
ベルで統合、KEBAのシステムと組み合わせることが可
能です。

KeTop

KeTopは、モダンで直感的なUIを特徴とするHMIソリュ
ーションです。モバイル式から固定式まで幅広い種類を
備え、ユーザーの視点で使いやすさを考慮して開発され
た、操作端末です。高いパフォーマンスと最適なサイズに
加え、モデル別にメンブレンキーボードやタッチスクリー
ン、マルチタッチモニターが搭載されています。優れた人
間工学および直感操作のコンセプトが、生産性の向上を
目指す上で最優先となります。より広範囲なカスタマイズ
によって、お客様独自の仕様への対応が可能です。

KePlast

KePlastは、プラスチック射出成形機用のスケーラブルな
制御プラットフォームです。ベーシックタイプの油圧式射
出成形機からより複雑なマルチコンポーネント射出成形
機に至るまで、KePlastはあらゆるお客様のニーズに対応
します。高い精度や生産性、そしてエネルギー消費効率な
ど、最適なソリューションを提供します。

KeMotion

KeMotionは、産業用機械やロボットの自動化を目的と
して開発された制御ソリューションです。PLCとコントロ
ーラを1つの制御システムに統合することで、顧客価値を
高めます。インダストリー4.0 の潮流の中で、KeMotion 
は素早く、オープンで且つ個々のカスタマイズが可能な自
動化ソリューションとして提供されています。
迅速なシステムの立ち上げ、容易なプログラミングによっ
て開発にかかる時間とコストを削減します。高レベルな
ロボットの動作速度や精度がKEBAの強い競争力となっ
ています。

製造に最適化された
ソリューション
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現代的なキャッシュ・ハンドリング

KePlusシリーズは、本来時間とコストのかかる銀行取引
をセルフサービスで行うことが可能なATMです。
KePlusは紙幣や貨幣の預け入れ、引き出し、支払い伝票
や小切手のスキャンと処理、そして通帳やキャッシュカー
ドを用いた普通預金取引を行うことが可能です。

ATM内でのキャッシュサイクルを実現することは、バン
キングオートメーションの開発の中でも画期的な出来
事です。 1993年に最初のプロトタイプを発表して以
来、KEBAはキャッシュ・リサイクリングの技術でヨーロッ
パ市場を牽引してきました。

単一、または複数の機能を持ち合わせた端末や完全な
セルフサービスのATMなど、ご要望に応じてお客様にご
提案いたします。 各々の銀行向けにカスタマイズされた
ソフトウェアツールにより、これまで管理業務に費やして
いた負担を軽減するとともに、サービスを最適化すること
が可能です。
   

24時間の銀行サービスの提供と現金の安定供給。 数年
前までは想像でしかなかったシステムが、預け入れと引き
出しの紙幣を一体化すること （キャッシュ・リサイクリン
グ） により現実のものとなりました。

24時間対応の銀行サービスは私たちにとって今や当た
り前のものになっています。

KEBAは、お客様のカスタマーサービスをさらに向上させ
るためのオートメーションソリューションの開発に取り組
んでいます。

私たちはセルフサービスオートメーション、特に高度なセ
キュリティー対策が必要となる分野において、豊富な経
験を持つエキスパートです。

バンキングオートメーション 
- キャッシュディスペンサー
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宅配用荷物預けロッカーを使用することにより、24時間
365日、いつでも簡単、気軽に郵便物や宅配便の出荷受
付や受取りをすることが出来ます。このサービスはドイツ
において「Packstation」としてデビューし、世界中に広
がっています。

「ロジスティクス企業のエンドユーザーに更なる自由
を」が私たちのモットーです。 私たちのロジスティク
スソリューションが、24時間の荷物受付、受け取りを
可能にしました。

世界最大級の規模を誇る香港HSBC銀行の貸し金庫
などをヒントに、私たちはユニークなロジスティクス
システム、KePolを開発しました。

いつでも、どこでも、どこへでも

24時間365日荷物の受付、受け取りが出来る宅配用荷
物預けロッカーのほか、高度なロジスティクスソリューシ
ョンは、荷物の追跡や、ユーザー管理、モニタリングを行
うことができるオペレーター・ソフトウェアも付属してい
ます。

郵便・ロジスティクス
オートメーション
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 エネルギーシステムのための高機能な代替手段

KEBAは、数十年にわたる複雑なプロセスの自動制御にお
けるノウハウを、高機能で経済的なヒーティングコントロ
ールシステム、KeEnergyに活かしています。 KeEnergy
は使いやすいタッチスクリーンの操作システムを搭載して
しており、 内部の制御システムが燃料の使用を最適化する
ため、排出物を削減することができます。 以前は産業分野
でしか見ることのできなかった高い技術をご家庭でもご利
用いただくことが可能です。

「KeEnergy」 は、ペレットやウッドチップ、薪、そしてヒー
トポンプを利用した暖房システムのための、高性能なオー
プンシステムプラットフォームです。 優れた操作性を持つ
だけでなく、エネルギーの消費を抑えることで効率性とコ
ストパフォーマンスを高めます。

エネルギーシステムのための
高機能な代替手段

エネルギーは重要な資源であり、将来の私たちの社会に
とって大きな課題でもあります。 KEBAはオートメーシ
ョンのエキスパートとして、これまでのノウハウをこの新
しい事業分野に応用し、イノベーションの創出と市場の
成熟を目指します。

電気自動車

従来の化石燃料に比べてクリーンで静かな走行を実現
する電気自動車は、日々その存在感を強めています。 
今後、インフラの整備と電気自動車の普及に伴い、場所
を問わずいつでもどこでも電気自動車の充電ができるよ
うになるでしょう。 そのためには、安全性と信頼性に優れ
た使い勝手の良い充電器の存在が必要不可欠です。

KEBAでは、私たちの中核業務であるオートメーション
と、キャッシュディスペンサーの専門性を活かした電気自
動車用充電器、KeMoveを提案します。
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製造と資源の保護

部品の選定や製品の設計段階においても、エコに配慮
した決定を第一に行っています。  原材料の再利用や
エネルギー効率を意識することは、私たちの製造過程
において、もはや当然のことといえるでしょう。 

この環境への取組みは各機関からも認知され、認証を
取得しています。 また、従業員やお客様、そしてパート
ナー会社の皆様が私たちの環境への取組みに賛同し、
サポートしてくださることが、私たちの一番の励みに
なっています。

コーポレートカラーが示すもの

 “環境”はKEBAにおいて2つの意味を持ちます。

私たちは、会社と個々の従業員が、責任を持って資源を
経済的に使用するよう努めています。

しかし、私たちの努力はその一歩先を進んでいます。 
突出した技術と品質、耐用年数の長さなど、私たちの
製品は資源とエネルギーを最大限に活かす方法を提
案しています。

このグリーンアプローチは、私たちの新しい事業領域、エ
ネルギーオートメーションを設立する上でも重要な役割
を担っています。
 

環境との共存

オーストリア、リンツに位置するKEBAの本社社屋は、単
なる建造物ではありません。 パッシブハウス技術を取り
入れた建物として、私たちがもっとも大切にする価値の1
つである“環境への意識”を反映しています。

太陽光を積極的に利用することでエネルギーの消費を抑
えるとともに、従業員にとって快適な就業環境を創り出し
ています。 太陽光の差し込むテラスはウェルカム・エリア
になっており、樹木を屋内に取り入れることによって熱の
放出を防ぎエネルギーの消費を抑えています。

建物の増改築や修繕の決定も、環境への影響を十分考
慮した上で行っています。
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KEBAの全体的な付加価値の工程は、ハードウェア、
ソフトウェアへのアドバイスを行うことから始まります。 
このアドバイスはシステムデザインや構造から開発の
垂直統合にまで及びます。

このアプローチは全ての製造過程において一貫していま
す。 これが品質基準を満たすと同時に、製品の高い柔軟
性と費用対効果を実現する鍵となるのです。

また、製造初期における各部署の密な協力体制も、私た
ちが付加価値を創造する上での成功要因の1つといえる
でしょう。 この協力体制によって、私たちは各部門の持つ
経験とノウハウを組み合わせ、開発に活かすことが出来
るのです。

“工場の息づかい”

私たちは、お客様から日々高まる短納期のニーズを実現
します。

風通しの良い環境、継続したライン作業、標準化された
作業過程、そして最適化されたリードタイムによって柔軟
な製造が可能となり、お客様のご要望にお応えすること
ができます。 製造する品種や量に関係なく、高い品質と
性能を持つ製品を提供することをお約束します。

KEBAの持つ最新のソフトウェア・エンジニアリング技術
によって、私たちは高性能かつ堅固で長い耐用年数を持
つソリューションを開発、提供しています。 開発の際は、
お客様にとってシステムが直感的で使いやすいことを重
要視しています。

世界中のお客様の求めるニーズと基準に従い、製品の開
発段階から、システムの安全性、信頼性、そして有効性を
最優先しています。

製品の初期設計から完成までの各製造過程において、品
質のモニタリングを行っています。 品質向上に向けた各
従業員の熱意がKEBAの品質管理には必要不可欠です。

高いパフォーマンスを
実現するための厳しい基準
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私たちの仕事には、専門知識だけではなくより良いモノ
作りを目指す情熱と好奇心が必要です。 それら無しで
は、これまでの革新的なモノ作りを実現することは出来
なかったでしょう。 同様に、創造力と熱意もKEBA製品
の源になっています。

創造力を掻き立てる環境を従業員に提供するためには、
正しい組織構造を必要とする一方で、従業員の信頼とポ
テンシャルを引き出すための企業価値が存在、機能して
いなければなりません。

私たちの連携は、個々の従業員の専門性と理解の共存に
よって特徴づけられると言えるでしょう。

私たちは確信しています：

革新は常に人によって生み出される。

技術革新への情熱

最先端の技術をお客様にお約束するべく、私たちは毎年
利益の最大20%を技術開発に投じています。 また、周辺
地域の大学で学んだ優秀な学生の採用も積極的に行っ
ています。

世界のマーケットに挑戦し続けるKEBAの国際的な競争
力もまた、従業員のモチベーションにつながっています。 
私たちの直接的なコミュニケーションとチームワークの
精神がアイディアだけにとどまらず、従業員のキャリアも
引き出しているのです。

KEBAnの秘密



イタリア
アメリカ
中国
日本
台湾
韓国
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新しいアイディアや異なる文化への理解と挑戦が、創立
当初からの私たちの特徴です。 私たちの製品と技術は
オーストリア、リンツから世界中に旅立っています。

お客様と同じ言語で会話することを私たちは重要視して
います： 各国に専門性と経験を持った専任の担当者を
配置することで、現場でのサービスを素早く提供するとと
もに、その国々の言語でのサポートを実現しています。

それぞれの国や地域からのノウハウにより、KEBAグルー
プの革新的なネットワークを構築しています。

ヨーロッパの中心から
世界へ

グループ会社所在地                      販売エリア

オーストリア
ドイツ
ルーマニア
トルコ
チェコ
オランダ

本社所在地: KEBA AG, Gewerbepark Urfahr, 4041 Linz, Austria
Phone: +43 732 7090-0, Fax: +43 732 730910, E-Mail: keba@keba.com

KEBA Japan株式会社：〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-25サンウッド品川天王洲タワー2階
Tel: 03-6712-9941, Fax: 03-6712-9942, E-Mail: office_japan@keba.com

詳しくは弊社ホームページをご参照ください。 www.keba.com  www.keba.com/ja/home
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