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T01 付加製造	技術

機械⼯学の知⾒に基づく独⾃の	3D	プリンタ部品設計技術。
⽔に浮くほど軽量で、かつ⾦属並の強度を持つ機械部品を実現する。

T02 ⼒制御・トルク制御	技術

⾼減速⽐電動モータの⼒／トルクフィードバック制御でありながら不安定化せず、
⼒／トルク、慣性、摩擦、バックドライバビリティ等を⾃在に操り、
かつ耐衝撃性の⾼い電動アクチュエータ「⼈機駆動ユニット」を実現する。

T03 パワー増幅バイラテラル制御	技術

独⾃の制御則「⼒順送型バイラテラル制御」により、
⼒制御ベースの操作機・作業機バイラテラル（双⽅向）制御システムを実現する。
可動範囲（変位）の拡⼤縮⼩はもちろん、⼒の拡⼤縮⼩も思いのまま。
剛体接触時（ハイインピーダンス）とフリーモーション（ローインピーダンス）の切替にも不安定化しない。

まるで機械的に繋がっているかのような、操作機と作業機の「完全な」同期を実現する。

T04 インハンドマニピュレーション	技術

「対象物をロボットアームに固定する」だけではなく、
指で対象物を操作できるロボットハンドを実現するハードウェア・ソフトウェア技術。

研究成果は蓄積されているのに産業界では全く社会実装されてこなかった、
単なるグリッパやチャックではない⾰新的マニピュレータハンド「⼈機ハンド」を
社会実装する。

T05 重量物マテハン	技術

油圧に⽐して限られた電動モータ出⼒を最⼤限に活⽤して
重⼒に打ち克ち、⾼効率での重量物ハンドリングを可能とする
ロボットアームを実現する。

T06 スカイフック制御	技術

⻑尺なロボットアームは相対的に脆弱化し、
機械的な振動が発⽣する。
ドローン技術を応⽤した独⾃の制御技術で振動を防ぎ、
安定した作業を実現する。

T07 ハイブリッド⼆⾜歩⾏制御	技術

⾃律制御ベースの⼆⾜歩⾏ロボットとは異なり、⼈がリアルタイムで
操作するバイラテラル制御システムにおいて、操作する⼈の⾝体制御
能⼒を最⼤限に活かしつつ、コンピュータと⼈との連携（ハイブリッ
ド）を実現し、コンピュータの適切な⽀援を得ながら⼈が⼆⾜歩⾏ロ
ボットの操作を⾃在に実現する。

⼒制御ベースの⼆⾜歩⾏制御技術であり、未知環境下での不整地歩⾏
を実現可能である。

⼈型重機を造れるほどの
先端ロボット⼯学技術に関する知的財産

をスピンアウトし、
地に⾜ついた複数の⾰新的ブルーオーシャン市場に展開する
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何が凄いのか：	
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！

開発企業

！

開発企業

ユーザ企業

！

ユーザ企業

！

⼈機社の製品は	ロボットではない！
⼈機プラットフォーム	のサービスと、
その中で継続的に創出される	知的財産	が、
⼈機社の製品である。

事業会社の慢性的な悩み：
新たな製品を開発したいが、有望な市場が⾒つからない。 →【活⽤企業】
既存製品の市場が飽和しており、販路が広がらない。   →【開発企業】
重労働や苦役を⼈海戦術に頼っており、⼈が集まらない。→【ユーザ企業】

⼈機プラットフォームは、そのような課題を解決する

サブスクリプション型の知的財産活⽤サービスである！
ハイリスクハイリターンな⾰新的製品開発を、ミドルリスクハイリターンに変える仕組なのだ。

⼈機付加製造
社会実装プラットフォーム

PF01
⼈機回転駆動ユニット
社会実装プラットフォーム

PF02
⼈機並進駆動ユニット
社会実装プラットフォーム

PF03
⼈機ハンド

社会実装プラットフォーム

PF04
平⾯重作業⼈機

社会実装プラットフォーム

PF05
⼈型重機

社会実装プラットフォーム

PF07
空間重作業⼈機

社会実装プラットフォーム

PF06

！

活⽤企業	 原則⼀社

！

開発企業	⼀要素⼀社

ユーザ企業	⼀市場⼀社

！

主幹事企業

要素部品
優先提供

⾰新的製品の独占製造

七つの個別の⼈機プラットフォームが
同時進⾏し、
互いに補完しながら
巨⼤ブルーオーシャン市場を顕在化させる。

ソリューション
提供 課題提供

知財

知財

知財

⾰新的製品を特定市場
において独占購⼊し、
中⻑期的な課題解決と
強⼒な差別化を実現
し、利益を得る。

先端ロボット⼯学技術の
独⾃コア技術と⾰新的社
会実装コンセプトを提供
し、利益を得る。

先端ロボット⼯学技術の
知財群を活⽤し、⾰新的
製品を独占製造して利益
を得る。

⼈機プラットフォーム

先端ロボット⼯学技術技
術の知財群を活⽤し、⾰
新的製品のための要素技
術と要素部品を優先提供
して利益を得る。

PSF = Problem Solution Fit

PMF = Product Market Fit

PoC & PSF

MVP = Minimum Viable Product

PoC = Proof of Concept
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圧倒的な知的財産を求⼼⼒に	
パートナーを集め、産業を興す仕組
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開発企業	⼀要素⼀社

活⽤企業	 原則⼀社 ユーザ企業	⼀市場⼀社

JR	⻄⽇本

インフラメンテナンス
市場規模

世界	200	兆円／年
⽇本	5	兆円／年
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ϙϧϯΨ�1'�Ͱ͕ۀا༺׆։ൃ͢Δ���ۭؒॏۀ࡞ਓػ

ΕΔੈք͞ݱ࣮ʹऴత࠷

1'���ۭؒॏۀ࡞ਓ�1ػ'�ͷݱεςʔλεɿϛυϧεςʔδ

ࢢ͞ΕΔظ

ΕΔɻ͞ݱΠϯϑϥΛอશ͢Δੈք͕࣮ͯ͠࡞ૢʹࡏͳϩϘοτΛࣗ៛Ͱྗڧ
େ͖ͳྗΛ͢شൃʹ༺ث
Δ͜ͱͰΠϯϑϥϝϯς
φϯεͷޮ্͕͕Γɺ
ͳࣾձͱͳͬͯࠁਂ
͍ΔΠϯϑϥٺԽʹର
ԠͰ͖Δɻ

ͷΠϯϑϥϝࠃ
ϯςφϯεࢢن
���ஹԁɺ͞
ΒʹੈքʹΠϯ
ϑϥٺԽधཁ
֦େͷରԠʹ�
���� ஹԁͷࢢ͕
͋Γɺ͜Εੈք
ͷࣗಈंࢢن
˞Λ্ճΔɻʢࠃ
ަলࢿྉΑΓʣ

˞�5".���5PUBM�"EESFTTBCMF�.BSLFU
˞�4".���4FSWJDFBCMF�"WBJMBCMF�.BSLFU

˞�40.���4FSWJDFBCMF�0CUBJOBCMF�.BSLFU

1'���ϙϧϯΨ�1'�ɺ্ਤʹࣔ͢ͱ͓ΓɺҎԼͷۀࣄձ༷ࣾͱͷؒͰ�1.'�ͷͨ
Ίͷ�.71ʢ.JOJNVN�7JBCMF�1SPEVDUʣΛ։ൃதͰ͋Δɻ

ɹʲۀا༺׆ʳຊ৴߸ࣜגձࣾ�༷
ɹ౦ূҰ෦্ͷ৴߸ࠃػτοϓϝʔΧͰ͋Δɻమಓ৴߸γεςϜΛ͡Ίͱ͠
ͯɺࣗಈվػɺՄಈࣜϗʔϜυΞͳͲ৴པੑͷ͍ߴϝΧτϩٕज़Λอ༗͍ͯ͠
ΔɻਓػϓϥοτϑΥʔϜΛ௨ͯ͠ਓࣾػͷઌϩϘοτֶٕज़ΛऔΓೖΕɺֵ
৽తͳۭؒॏۀ࡞ਓػͷಠͱԽΛ୲͏ɻ

ʲϢʔβۀاʳຊཱྀ٬మಓࣜגձࣾʢ+3�ຊʣ༷
ɹࠃೋҐͷమಓ૯Ԇڑ������LN�ΛތΔڊେΠϯϑϥۀاͰ͋Δɻͦͷϝϯ
ςφϯεʹ͓͍ͯ҆શ֬อʹ࠷େݶͷྗ͕ҝ͞Ε͍ͯΔ͕ɺͲ͏ͯ͠ίετ
ͷ͔͔Δਓւઓज़ͱͳΔɻ͜ΕΛɺਓػϓϥοτϑΥʔϜͰۭؒॏۀ࡞ਓػΛమಓ
Πϯϑϥϝϯςφϯεʹ׆༻͢Δ͜ͱʹΑΓɺػցԽΛੵۃతʹਪਐ͢Δ͜ͱΛ
Δɻ͍ͯ͠ࢦ

ਓࣾػͷٕज़Λ༻͍ɺਓ্͕͔Β҆શշదʹɺߴ
ॴͷϩϘοτΛࣗࡏʹૢΔγεςϜΛߏங͢Δɻϩ
ϘοτΫϨʔϯʹΑΓ্ۭؒͷҙͷॴʹҠಈ
ͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ຊγεςϜͷߏஙʹΑΓɺ
ͷϦεిײམԼ͕ऀۀ࡞
Ϋͷ͋Δߴॴʹ্Δඞཁ͕
ͳ͘ͳΔɻ͞ΒʹϩϘοτ
ਓΑΓେ͖ͳྗΛൃش
͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺলྗԽɺ
লਓԽʹ͢ݙߩΔɻ

˞������ࣗಈंࢢ
�����ஹԁ

˝�ྵࣜਓػ�WFS����

·ͣమಓͰޭྫࣄΛ࡞Γɺ
ͦΕΛమಓҎ֎ͷΠϯϑϥϝϯς
φϯεࢢશମʹॱԣల։͠ɺ
ऴతʹશͯͷΠϯϑϥϝϯς࠷
φϯεΛϩϘοτԽ͢Δɻ$PQZSJHIU��������%S��,"/"0,"���.BO�.BDIJOF�4ZOFSHZ�&GGFDUPST�*OD�

1'���ۭؒॏۀ࡞ਓࣾ�ػձ࣮ϓϥοτϑΥʔϜ�c�ུশ���ϙϧϯΨ�1'1'���ۭؒॏۀ࡞ਓࣾ�ػձ࣮ϓϥοτϑΥʔϜ�c�ུশ���ϙϧϯΨ�1' �
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��1'���ۭؒॏۀ࡞ਓࣾ�ػձ࣮ϓϥοτϑΥʔϜ�ͷ࣮

新規線路切換に伴う架線切換作業 
西九条駅 - JR 西日本様ご提供
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��ྵࣜਓػ�WFS�����!ࡍࠃ������ϩϘοτల�c���������������c�౦ژϏοάαΠτ

ྵࣜਓػ�WFS�����
+*/,*�UZQF�;FSP�WFS����

Ұମػձࣾਓࣜג
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��ྵࣜਓػ�WFS�����!�+3�ຊ�܇࿅ઢ�c�����������

ྵࣜਓػ�WFS�����
+*/,*�UZQF�;FSP�WFS����

Ұମػձࣾਓࣜג
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��ྵࣜਓػ�WFS�����!�+3�ຊ�܇࿅ઢ�c�����������ʢۚʣ+3�ຊ༷�୩ࣾձݟ

ྵࣜਓػ�WFS�����
+*/,*�UZQF�;FSP�WFS����

Ұମػձࣾਓࣜג
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��ྵࣜਓػ�WFS�����!�+3�ຊ�܇࿅ઢ�c�����������ʢۚʣ+3�ຊ༷�୩ࣾձݟ

ྵࣜਓػ�WFS�����
+*/,*�UZQF�;FSP�WFS����

Ұମػձࣾਓࣜג
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ྵࣜਓػ�WFS�����!�͖ΈͱϩϘοτల�c������������������c�ຊՊֶະདྷؗ

ྵࣜਓػ�WFS�����
+*/,*�UZQF�;FSP�WFS����

Ұମػձࣾਓࣜג
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ྵࣜਓػ�WFS�����!�͖ΈͱϩϘοτల�c������������������c�ຊՊֶະདྷؗ

ྵࣜਓػ�WFS�����
+*/,*�UZQF�;FSP�WFS����

Ұମػձࣾਓࣜג



$PQZSJHIU��������%S��,"/"0,"���.BO�.BDIJOF�4ZOFSHZ�&GGFDUPST�*OD�

ਓࣾػಠࣗͷྗɾτϧΫ੍ٕޚज़ʢ1#"$ʣͱύϫʔ૿෯όΠϥςϥϧ੍ٕޚज़ʢ'1#$ʣʹ͖ͮجɺ௨ৗෆՄͳʮֶతʹີݫͳʯྗ੍ޚΛ࣮͠ݱɺཚʹѻͬͯյΕͣ҆શɺ؇ٸ߶ॊࣗࡏͰ
͍ํ؆୯ͳɺཧతͳྗ੍ిޚಈΞΫνϡΤʔλʢಈܥʣʮਓػฒਐۦಈϢχοτʯΛࣾձ࣮͢ΔɻਓػฒਐۦಈϢχοτʮ༉ѹγϦϯμͷશిಈԽʯΛՄͱ͢Δɻ

ฒਐϢχοτ�1'�Ͱ͕ۀا༺׆։ൃ͢Δ���ਓػฒਐۦಈϢχοτ

ΔੈքૢʹࡏΕΔੈքɿྗΛࣗ͞ݱ࣮ʹऴత࠷

1'���ਓػฒਐۦಈϢχοτ�1'�ͷݱεςʔλεɿϛυϧεςʔδ

ࢢ͞ΕΔظ

⾰新的
⼒制御ロボット

ΨνΨνͷҐஔ੍ޚͰ֎քͱ૬࡞ޓ༻Ͱ͖ͣɺ͔Βग़ΒΕͳ͔ͬͨैདྷͷۀ༻ϩ
ϘοτɺਓػฒਐۦಈϢχοτͷྗ͘͠ڧͳ͔ͳྗ੍ޚʹΑͬͯੜͷΑ͏ʹྟػ
ԠมͱͳΓɺະڥͰͷඇఆܕॏ׆ʹۀ࡞༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔɻ
Ұํɺύϫϑϧ͕ͩ៛ີͳ੍͕ޚ͍͠༉ѹॏػɺਓػฒਐۦಈϢχοτʹΑͬͯΫ
ϦʔϯͰޮߴͳ༉ѹϑϦʔશిಈɺ؇ٸ߶ॊࣗࡏͳֵ৽తྗ੍ޚϩϘοτͱͳΔɻ
ͭ·Γɺ༉ѹॏػฒʹ�IFBWZ�EVUZ�Ͱɺۀ༻ϩϘοτฒʹߴਫ਼Ͱɺ͞ΒʹੜͷΑ
ΛૢΔɺ৽ͨͳϩϘοτΛग़͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻྗʹࡏࣗʹॊΒ͔͘ڧྗʹ͏

油空圧機器国内出荷額
（予測、2021	年）

9308	億円／年

˞�5".

ͦͷதͰ͜Ε·ͰɺͲͷॏػϝʔ
Χશʹ࣮ݱͰ͖͍ͯͳ͔ͬ
ͨɺॏػͷ༉ѹϑϦʔશిಈԽ
ʢ༉ѹܥΛશ͘Θͳ͍ɺిಈγ
ϦϯμʹΑΔిಈԽʣ͕࣮ݱͰ͖
Δɻ
͜Εେ͖ͳΠϊϕʔγϣϯͰ͋
Γɺݐઃॏػɺߴॴंۀ࡞͡Ί
ലେͳॏػ༻ిಈΞΫνϡΤʔλ
ਤʣΛಠͰ͖Δɻࠨʢࢢ

˛�ਓػฒਐۦಈϢχοτ�WFS����ʢݪཧ࡞ࢼͱͯ͠ͷ�1P$ػ࡞ࢼ�ʣ

˞�40.�ਓࢼࣾػ

サーボモータ

出⼒軸⼒センサ ボールネジ

˞�5".���5PUBM�"EESFTTBCMF�.BSLFU
˞�4".���4FSWJDFBCMF�"WBJMBCMF�.BSLFU

˞�40.���4FSWJDFBCMF�0CUBJOBCMF�.BSLFU
既存の産業⽤ロボット

既存の油圧重機

1'���ฒਐϢχοτ�1'�ࡏݱ������������ɺҎԼͷۀࣄձ༷ࣾͷՃ͕طʹܾఆ͠
͓ͯΓɺ։ൃϛυϧεςʔδʹ͋Δɻ

ɹʲۀا༺׆ʳ৽໌ࣜגۀձࣾ�༷
ɹࣗಈं͕ੜ·ΕΔॠ͔ؒΒͦͷΛऴ͑Δ·Ͱɺಠࣗͷٕज़ྗͰΫϧϚͷҰੜΛ͍ͯ͑ࢧΔ
ಈϢχοτΛ։ൃɾɾۦฒਐػͰ͋Δɻຊ�1'�ʹ͓͍ͯɺΞηϯϒϦϝʔΧͱͯ͠ਓۀا
ൢച͢Δ͜ͱʹΑΓɺ͓ࣗࣾΑͼϢʔβۀاͷશిಈԽɾػߴԽΛ࣮͢ݱΔɻ

ɹʲ։ൃۀاʳࣜגձࣾ௴ຊνΤΠϯ�༷
ʮlಈ͔͢z�ॴʹ͖ͭ͋ΓʯͱݴΘΕΔɺύϫʔτϥϯεϛογϣϯثػͱϚςϋϯͰѹ
తʹ͍ڧϝʔΧͰ͋Δɻຊ�1'�Ͱɺ෦ϝʔΧͱͯ͠ిಈγϦϯμͷཁૉٕज़ͱཁૉ෦Λ
৽໌༷ۀʹఏ͠ڙɺ༉ѹిಈԽΛ͡Ίͱ͢Δ৽ڊنେࢢΛ֫ಘ͢Δɻ

ʲϢʔβۀاʳࣜגձࣾλμϊ�༷
ʮ-JGUJOH�&RVJQNFOUʢʢҠಈػʣ߅ॏྗɾۭؒػۀ࡞ցʣʯͱ͍͏ྖۀࣄҬʹ͓͍ͯɺੈ
ք࠷େڃͷϝʔΧͰ͋Δɻຊ�1'�ͰɺΫϨʔϯɾߴॴंۀ࡞ʹ͓͍ͯਓػฒਐۦಈϢχο
τͷಠڅڙΛड͚ɺશిಈԽɾػߴԽ͞ΕͨɺϩϘοτͱͯ͠ͷߴՃՁΛͭΫϨʔ
ϯɾߴॴंۀ࡞Λ࣮͢ݱΔɻ

ਓػฒਐۦಈϢχοτɺਓػ
ࣾͷྗ੍ٕޚज़Λ࣮ͨ͠ిಈ
γϦϯμͰ͋Δɻ༉ѹγϦϯμ
ΛిಈγϦϯμͰஔ͖͑ɺ͞
Βʹʮߴਫ਼ɾߴग़ྗɾߴٱ
ͷ͍͍͢ྗ੍ޚʯΛ࣮ݱͰ
͖Δɻ
˔�ిಈʹ͔͔ΘΒͣ
˔�༉ѹฒΈͷ͍ߴিܸੑ
˔�খ͞ͳྗ͔Βେ͖ͳྗ·Ͱ
ʮ΄΅ᘳʹʯૢΔ
ʢଞͷྗ੍ٕޚज़Ͱࠔʣ

ੈքతʹ�4%(T�
ͷ؍͔Βɺثػ
ͷిಈԽ͍߅
͍େ͖ͳτϨϯυ
ͱͳΔɻ

！

開発企業

！

開発企業

ユーザ企業

！

ユーザ企業

！

主幹事企業

要素部品
優先提供

⾰新的製品の独占製造

ソリューション
提供 課題提供

知財

知財

知財

⼈機プラットフォーム

PSF = Problem Solution Fit

PMF = Product Market Fit

PoC & PSF

PoC = Proof of Concept

活⽤企業	 原則⼀社

開発企業	⼀要素⼀社

ユーザ企業	⼀市場⼀社

$PQZSJHIU��������%S��,"/"0,"���.BO�.BDIJOF�4ZOFSHZ�&GGFDUPST�*OD�

1'���ਓػฒਐۦಈϢχοτ�ࣾձ࣮ϓϥοτϑΥʔϜ�c�ུশ���ฒਐϢχοτ�1' ��1'���ਓػฒਐۦಈϢχοτ�ࣾձ࣮ϓϥοτϑΥʔϜ�c�ུশ���ฒਐϢχοτ�1'
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��1'���ਓػฒਐۦಈϢχοτ�ࣾձ࣮ϓϥοτϑΥʔϜ�c�ਓ͢ݱ࣮͕ࣾػΔ༉ѹϑϦʔશిಈԽ

ΧʔϘϯχϡʔτϥϧ

4%(T
ૉ

༉ѹϑϦʔશిಈԽ
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��ਓػγϣϕϧ�WFS�����!ࡍࠃ������ϩϘοτల�c���������������c�౦ژϏοάαΠτ

ਓػγϣϕϧ�WFS�����
+*/,*�FYDBWBUPS�WFS����

Ұମػձࣾਓࣜג
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1'���ฒਐϢχοτ�1'�Ͱ։ൃɾԽ͞ΕΔʮਓػฒਐۦಈϢχοτʯͷྗ੍ػޚɺ͢ͳΘͪཚʹѻͬͯյΕͣ҆શɺ؇ٸ߶ॊࣗࡏͰํ͍؆୯ͳɺཧతͳిಈγϦϯμͱͯ͠ͷಛੑΛར༻
ͯ͠ɺύϫʔγϣϕϧʹද͞ΕΔଟछଟ༷ͳॏػɾػݐͷʮ༉ѹϑϦʔશిಈԽͱϩϘοτԽʯΛ࣮͢ݱΔɻ

γϣϕϧ�1'�Ͱ͕ۀا༺׆։ൃ͢Δ��ػશిಈϩϘοτॏ�

ΔੈքૢʹࡏΕΔੈքɿྗΛࣗ͞ݱ࣮ʹऴత࠷

1'���ਓػγϣϕϧ�1'�ͷݱεςʔλεɿΞʔϦʔεςʔδ

ࢢ͞ΕΔظ

⾰新的

⼒制御ロボット

ΨνΨνͷҐஔ੍ޚͰ֎քͱ૬࡞ޓ༻Ͱ͖ͣɺ͔Βग़ΒΕͳ͔ͬͨैདྷͷۀ༻ϩ
ϘοτɺਓػฒਐۦಈϢχοτͷྗ͘͠ڧͳ͔ͳྗ੍ޚʹΑͬͯੜͷΑ͏ʹྟػ
ԠมͱͳΓɺະڥͰͷඇఆܕॏ׆ʹۀ࡞༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔɻ
Ұํɺύϫϑϧ͕ͩ៛ີͳ੍͕ޚ͍͠༉ѹॏػɺਓػฒਐۦಈϢχοτʹΑͬͯΫ
ϦʔϯͰޮߴͳ༉ѹϑϦʔશిಈɺ؇ٸ߶ॊࣗࡏͳֵ৽తྗ੍ޚϩϘοτͱͳΔɻ
ͭ·Γɺ༉ѹॏػฒʹ�IFBWZ�EVUZ�Ͱɺۀ༻ϩϘοτฒʹߴਫ਼Ͱɺ͞ΒʹੜͷΑ
ΛૢΔɺ৽ͨͳϩϘοτΛग़͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻྗʹࡏࣗʹॊΒ͔͘ڧྗʹ͏

ͦͷதͰɺͲͷॏػϝʔΧશ
ʹ࣮ݱͰ͖͍ͯͳ͔ͬͨɺॏػ
ͷ༉ѹϑϦʔશిಈԽʢ༉ѹܥ
Λશ͘Θͳ͍ɺిಈγϦϯμʹ
ΑΔిಈԽʣ͕࣮ݱͰ͖Δɻ
ॏػɾػݐͷࢢʢࠨਤʣͷͷ
͔ͳΓͷ෦͕͍ۙকདྷɺిಈԽ
ʗϩϘοτԽ͞ΕΔɻ͜ͷڊେࢢ
ʹ͓͍ͯɺඇৗʹྗڧͰීวత
ͳٕज़ΛಠͰ͖Δ͜ͱʹͳΔɻ

˛�ਓػγϣϕϧ�WFS����

⼈機並進駆動ユニット

（電動シリンダ）
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˞�4".���4FSWJDFBCMF�"WBJMBCMF�.BSLFU

˞�40.���4FSWJDFBCMF�0CUBJOBCMF�.BSLFU
既存の産業⽤ロボット

既存の油圧重機
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建設機械国内⽣産額

（実績、2020	暦年）

1	兆	4147	億円／年
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！

開発企業

！

開発企業

ユーザ企業

！

ユーザ企業

！！

！

主幹事企業

要素部品
優先提供

⾰新的製品の独占製造

ソリューション
提供 課題提供

知財

知財

知財

⼈機プラットフォーム

PSF = Problem Solution Fit

PMF = Product Market Fit

PoC & PSF

PoC = Proof of Concept

開発企業	⼀要素⼀社

参加企業
募集中

活⽤企業	 原則⼀社

参加企業
募集中

ユーザ企業	⼀市場⼀社

参加企業
募集中

$PQZSJHIU��������%S��,"/"0,"���.BO�.BDIJOF�4ZOFSHZ�&GGFDUPST�*OD�

1'���ਓػγϣϕϧ�ࣾձ࣮ϓϥοτϑΥʔϜ�c�ུশ���γϣϕϧ�1'1'���ਓػγϣϕϧ�ࣾձ࣮ϓϥοτϑΥʔϜ�c�ུশ���γϣϕϧ�1' ��



$PQZSJHIU��������%S��,"/"0,"���.BO�.BDIJOF�4ZOFSHZ�&GGFDUPST�*OD�

！

開発企業

！

開発企業

ユーザ企業

！

ユーザ企業

！！

活⽤企業	 原則⼀社

！

開発企業	⼀要素⼀社

ユーザ企業	⼀市場⼀社

！

主幹事企業

⼈機プラットフォーム

！

開発企業

！

開発企業

ユーザ企業

！

ユーザ企業

！！

活⽤企業	 原則⼀社

！

開発企業	⼀要素⼀社

ユーザ企業	⼀市場⼀社

！

主幹事企業

⼈機プラットフォーム

！

開発企業

！

開発企業

ユーザ企業

！

ユーザ企業

！！

活⽤企業	 原則⼀社

！

開発企業	⼀要素⼀社

ユーザ企業	⼀市場⼀社

！

主幹事企業

⼈機プラットフォーム

インフラメンテナンス
市場規模

世界	200	兆円／年

⽇本	5	兆円／年

˞�#PP[�"MMFO�)BNJMUPO�ਪܭ
˞�5".

PF03	⼈機並進駆動ユニット	PF

PF10	⼈機クレーン	PF PF06	空間重作業⼈機	PF

▲	汎⽤空間重作業⼈機の社会実装

▲	汎⽤ロボットクレーンの社会実装

汎⽤空間重作業⼈機	を
鉄道分野で独占購⼊し、
普及させる

⼈機並進駆動ユニット	を例えば⾼所作業⾞（既存）分野で独占購⼊し、普及させる

⼈機並進駆動ユニット	を
⼈機クレーン（新規）分野で独占購⼊し、普及させる

▲	汎⽤完全電動重機の社会実装

▲	汎⽤完全電動シリンダの社会実装

PF02	⼈機回転駆動ユニット	PF
PF09	⼈機ショベル	PF

▲	汎⽤ロボット特装⾞の社会実装

PF12	⼈機特装⾞	PF

！

開発企業

！

開発企業

ユーザ企業

！

ユーザ企業

！！

活⽤企業	 原則⼀社

！

開発企業	⼀要素⼀社

ユーザ企業	⼀市場⼀社

！

主幹事企業

⼈機プラットフォーム

！

開発企業

！

開発企業

ユーザ企業

！

ユーザ企業

！！

活⽤企業	 原則⼀社

！

開発企業	⼀要素⼀社

ユーザ企業	⼀市場⼀社

！

主幹事企業

⼈機プラットフォーム

！

開発企業

！

開発企業

ユーザ企業

！

ユーザ企業

！！

活⽤企業	 原則⼀社

！

開発企業	⼀要素⼀社

ユーザ企業	⼀市場⼀社

！

主幹事企業

⼈機プラットフォーム
提携
済

提携
済

提携
済

提携
済

提携
済

検討
中

検討
中

ਓػϓϥοτϑΥʔϜɺԼਤͷΑ͏ͳαϓϥΠνΣʔϯશମΛಉʹߏங͢Δɻ͜Εɺֵ৽తٕज़ͷࣾձ࣮ʹ͓͍ͯৗʹʹͳΔʮ͕ܲઌ͔ཛ͕ઌ͔ʯʹର͢ΔਓࣾػͷղͰ͋Γɺ
ઌϩϘοτֶٕज़ϕʔεͷڊେߏۀஙͷૅͱͳΔɻզʑʮۤΛղফ͢Δٕज़ʯͱʮਓػϓϥοτϑΥʔϜʯΛثʹɺΠϯϑϥϝϯςφϯεࢢ�����ஹԁΛΓ่͍ͯ͘͠ɻ

$PQZSJHIU��������%S��,"/"0,"���.BO�.BDIJOF�4ZOFSHZ�&GGFDUPST�*OD�

ਓػϓϥοτϑΥʔϜʮ͕ܲઌ͔ཛ͕ઌ͔ʯͷδϨϯϚΛղܾ͢ΔɹઌϩϘοτֶٕज़ࣾձ࣮ͷάϥϯυσβΠϯ ��ਓػϓϥοτϑΥʔϜʮ͕ܲઌ͔ཛ͕ઌ͔ʯͷδϨϯϚΛղܾ͢ΔɹઌϩϘοτֶٕज़ࣾձ࣮ͷάϥϯυσβΠϯ


