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スタートアップ支援による多元的ビジネス展
開

１ 地理的作用
弊社の福島拠点 飯館工場 南相馬工場 川内工場

福島大笹生研究所も計画
ここに復興庁、経産省支援で ROBOT TEST FIELD（RTF)
さらに 国際教育拠点が浪江町に建設予定。

弊社の中心 東京八王子
メトロポリタン地区の情報を得、経営判断して福島拠点を有機
的に動かしている。
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スタートアップ支援による多元的ビジネ
ス展開
２ 人的作用

大学NETWORK からSTART UPが南相馬工場に約15

社集結しロボットセンタ的な役割を果たしている。

この地理的要因と人的要因が絡み合って下請け的試作ビ

ジネスからアクテブな試作ビジネスにダイナミックに変

容させてきた。
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政府の復興支援 原子力産業を代替する
BIG ビジネスの構築の試み
これまでの12年にわたり巨額な研究開発費が投下された。

研究開発補助金 1000億

立地補助金 ３000億

RTF 建設費 150億国際教育拠点関係 ？

以上のごとくトータル5000億には達しているであろう。このような
支援を受けて弊社のビジネスは震災で壊滅せずに生き残った。

A)飯館工場300人規模で稼働

B)菊池本社もメカトロ研を創立 30人規模

C)南相馬工場ロボット拠点 20人規模 START UP15社集結

NEW BUSINES展開中
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福島地区の問題点
１ 交通の便が良くない 東京地区からのアクセスが悪い

２ 人口がすくない 南相馬市で５万程度で大学もない

３ 双葉、大熊、浪江町は未だ人の帰還ままならず

４ 定住は難しいが活性化はしたい

５ 鶴ヶ島IC地区は交通の要所で人が集まりやすい。

ここと補完関係ができれば有難い

鶴ヶ島地区SAITAMA ROBOTIC CENTER 人、研究者が集積

例えばEVクラスタ(モータとかバッテリ研究拠点）があったら面

白い。福島の開発拠点工場と結ぶのもあり。

弊社支援ベンチャ（MAGNATURE社、日本電動社）東北大 ベン

チャもある。
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１ 自己紹介
菊池製作所副社長の一柳と申します。

私は日立製作所で機械機器、システムの開発、ついで日立建機で建設機械の電子

化の研究開発に従事しました。

そして退職後、今を去る25年前(1997～） 10年間にわたり八王子にあります東京

工科大学に奉職しロボット工学および機械制御を教え学生と一緒にいろいろなロ

ボット機械を開発してきました。

この過程で企業の人的、資金的支援を得て実物に近い装置を自分で考え設計する。

簡単なものは自分で作る、大きいもの、複雑なものは企業にお願いし実践的もの

づくり教育をしました。

また企業OBの方に卒論指導員をお願い実学を推進しました。この実学教育の効果

は抜群で学生は息を吹き返し自信を獲得し頑張りだしました。

手足を使ったものづくりから工学教育始めれば学生は必要性から工学の勉強を自主

的に始めることが判りました。

これらの経験を生かすべく菊池製作所に再就職いたしました。



２ 菊池製作所の１５年(3つに区分します）
2.1 第１期（2006年4月~2011年４月）大学延長時代

メカトロ研創立 多くの大学と共同研究開始

典型的350人の中小企業 情報家電メーカ、携帯の量産等あり多忙

大学の実験装置を持ち込み活用しました。これからやってやるぞとの

気概にあふれていた時代で各種ロボットを作りました。

例えば東京消防庁のRESCUE ROBOTが代表で今でも使われています。

そのほかカメラの筐体加工に適用されたHYBRID PRESSも作り現場に貢

献しメカトロ研という全く新しい人間集団を受け入れていただけたもの

と思います。研究所など役に立たないと陰口を言われることなく今まで

存在し続けているのは有難いことと思います。



2.2 第２期（2011年4月~2016年４月）産学連携時代

JASDAQ上場で会社も１段飛躍、ロボット革命委員にも任命
され大学発ベンチャ企業を集積いたしました。
約１０社の試作品の加工と組み立てを行い
マッスルスーツの組立 5000台 ドローンの組立 100台
を実行しました。

JASDAQ上場(2011）南相馬ロボット工場の立ち上げ、同時に
先端的生産設備拡大いたしました。
自律研(上場）、イノフイスを含め約10社のベンチャ設立も致
しました。



2.3 第３期（2016年4月~2021年４月）
START UP 支援時代

従来の大企業からの部品発注、ものづくりは成長停止しむしろ下降気味となり
ました。

そこでロボットファンド設立、メカトロが稼ぐ時代に転換しました。

１ 従来の試作、ものづくり事業は安さを求める海外移転、我が国のも

のづくり力の低下により低迷傾向にありこれだけでは雇用を維持できなく

なってきました。

２ このためSTART UPを支援して長期的にＩＰＯを目指すと同時に社内に新

技術を取り込む。またSTART UPの試作、量産をメカトロ研、

製造部門で請負い助ける。この相乗作用がようやく効果を示し全社売上に

寄与するレベルに至ってきました。

３ ACTIVEなSTART UP支援と社内の固有の革新的ものづくり技術



１ 大学は金鉱山、ダイアモンド鉱山
日本中の大学、47大学、61研究室とのお付き合いし弊社の新規事業、START 

UP事業が利益を生むようになりました。
大学は技術、人材に乏しい我々にとって”金鉱山、ダイアモンド鉱山
“ではないかと思います。
私はかって人命救助用のロボットのテーマを東京消防庁よりいただきましたが
倒れている人を安全に救い出す方式がどうして見つかりませんでした。
その時、たまたま諏訪の知人に聞きましたら神戸大学大須賀研究室で似たよ
うなものを見たと言われました。大急ぎで飛んでいきましたら本当で２重ク
ローラ方式の救助ロボットを見せていただき目が覚めました。
先生のご指導で世界に誇れる救助ロボットが出来たのですが本当に日本の大学
には金、ダイアモンドが埋まっていることを知りました。
この経験で足で稼ぐ以外、金もダイアモンドを掘りあてることはできないこと
を知りました。これゆえ今でもあらゆる”つて”を頼って”大学めぐり”を続けて
いる次第です。



A)前期 大学の研究開発が主体、企業は資金協力
B)過度期 DEAD VALLEY 大学から企業への主導権の移動
C) 後期 企業の市場開発と販売が主体、大学はバックアップ
ということで過度期を乗り切ることが産学連携のポイントです。大学と企業は
時間軸が異なる異文化に住んでいますので蜜源時代が終わると混迷の過度期
DEAD VALLEYに入るわけでありここを通過すれば産業化に至れます。
B) DEAD VALLEYをいかに乗り切るか
事実弊社は経験によりこのパターンを学習し何回も乗り切って今に至っていま
す。旨く過度期を過ぎて後期に入れるかどうかが中小企業競争力のポイントに
なると思いますのでここををうまく通過する経験がお役に立てば幸甚です。

２ 産学連携にはDEAD VALLEY（過度期）を乗
り切る必要がある。



◼ 社名 ：株式会社 菊池製作所
KIKUCHI SEISAKUSHO Co., Ltd.

◼ 本社 ：東京都八王子市美山町2161番地21
◼ 代表者 ：代表取締役 菊池 功
◼ 創業 ：1970年4月
◼ 設立 ：1976年3月
◼ 資本金 ：1,303百万円
◼ 従業員数 ：国内連結370人、海外子会社100人（2018年4月末）
◼ 主要業務 ：総合試作品、金型製作 量産品製造

メーカーの新製品開発における試作品製作～量産品製造
◼ 生産拠点 ：本社第1～3工場、福島第1～7工場、川内工場、南相馬工場
◼ グループ会社 ：株式会社イノフィス

株式会社菊池ハイテクサプライ
WALK-MATE LAB株式会社
KOREA KIKUCHI CO,LTD(韓国) 
KIKUCHI (HONGKONG) LIMITED(中国)

会社概要
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生産・購買拠点

【福島県】
中国工場

【東京都八王子】

飯舘工場

南相馬工場

産学連携
研究センター

本社工場

メカトロ研

韓国工場

川内工場

本社工場：4工場、従業員120名

メカトロ研：研究員30名 飯舘工場：7工場、従業員190名

川内工場：従業員15名

南相馬工場：従業員20名
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各種ロボット、メカトロ応用システムおよび
ヘルスケア分野の共同研究の提案

全国の大学と手を組み、先端的な研究を支援し新しいものづくり産業を興し
たい。
多品種少量生産でよい、多くのスタートアップ、スモール企業とネットワーク
を形成し先端的なロボット、メカトロシステムを作りたい。
A) 健康産業スマートヘルス事業
VR,AI利用あるいは脳科学に基づいた新しいリハビリロボット、情報工学の人
間拡張の概念に基づく新しい考え方を応用したヘルスケアシステム
B) 革新的メカトロ分野 例えばスマートEV、電動化ドローンと電動航空機
C) 環境エネルギ分野 例えば廃棄物による発電、水素燃料電池、

大学の知恵と創造性を生かして新しいもの（ロボットに限定するものでない）
を生み出していきたい。
。 14
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ビジネススキーム お互いの立場尊重の分離型

菊
池
製
作
所

大学Ａ

大学Ｃ

大学Ｂお客様ご希望の
技術・製品

先生 Ａ

先生 Ｂ

先生 Ｃ

先生 Ｄ

先生 Ｅ

先生 Ｆ

コンセプト

設計開発試作 学問と知恵
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産学官連携での開発 菊池製作所の大学ネット
ワークの例
大学と連携するネットワークは主に３分野に分けられロボット、医療福祉

産業制御システム、現時点において４６大学、６０名の大学研究者と緊密な

ネットワークを有している。

大学 研究者・先生 主たる業績

大阪大学 大須賀教授 2重クローラ式ロボット

東京大学 佐藤名誉教授 歩行補助機（NAVI SYSTEM）

早稲田大学 藤江名誉教授 山
川名誉教授

災害用多軸ロボット「OCTOPUS」

東京理科大学 小林教授 「マッスルスーツ®」

東京工業大学 三宅教授 歩行リズム支援器「Walk-Mate Robot」

その他 合計４６大学 研究者６０名
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主たる事例の紹介 １

「人命救助用ロボット」
大阪大学、大須賀教授の指導により、世界で始めての２重ク
ローラ式の倒れた人間を自動収納できるロボットを開発し、東
京消防庁納めました。
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主たる事例の紹介 ２

災害用歩行支援ロボット「楽WALK」
東京大学、佐藤名誉教授の指導により、大規模災害において高
齢者等の歩行弱者を安全に目標地点まで自力歩行させる歩行補
助機およびナビシステムの開発をした。
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主たる事例の紹介 ３

「6軸パラレルリンク・パイプベンダ」
東京工業大学、武田教授考案のハイブリッドパラレル機構を採用
した回転式パイプベンダを開発した。これは従来の機構に比較し
て回転角度が大きく取れるので曲率の大きい複雑な螺旋の形成
に有効である。 22



東京理科大小林教授のアイデアを実現したもので

腰負担を軽くする空圧駆動ーゴム人工筋

主たる事例の紹介 ４
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主たる事例の紹介 ５

24

東工大三宅教授のリズム歩行の概念の実用化を図ったもの、例
えばパーキンソン病患者に正常な歩行を教え訓練する装置



主たる事例 ６

早稲田大学ロボット機構山川名誉教授と開発した４個のアクチュエータを
持つOCTOPUSという災害ロボット
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主たる事例 ７

藤江早稲田大学名誉教授、橋爪九州大学名誉教授との共同研究
で実用化中の穿刺ロボット
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（菊池製作所）主要投資先の概要

社名 事業内容

㈱自律制御システム研
究所（千葉大学発）

ドローン自律制御シス

テムを開発する国内唯

一の企業

国産ドローン（ハードウェ
ア・ソフトウェア）開発・
販売

㈱イノフィス
（東京理科大学発）

産業から民生まで、幅

広く利用できる安価か

つ高品質なアシスト

スーツを開発

装着型アシストスーツの開
発・製造・販売

WALK-MATE LAB㈱
（東工大発）

リズム付与により､下

肢を安定・活性化計測

した歩行結果を分析

下肢の安定・活性化を促進
する歩行支援装具の開発・
販売

SOCIAL ROBOTICS㈱
（首都大学東京発）

人と共生するロボット

をデザインから一貫開

発。自律移動・案内に

強み

コンシェルジュロボ・無人
搬送ロボット開発・販売

フューチャーロボ
ティックス㈱

早稲田大学のロボット

シーズを結集した受託

開発型企業

災害対応、医療・福祉、イ
ンフラ管理ロボット等の開
発・製造・販売

ドローン・パワーアシストスーツ・無人搬送・ロボット受託開発の分野を中心とし、自社バランスシートでの投資
経験を10年以上有します。

2018/12/21 上場

アシスト

アシスト

無人搬送

受託開発



これから
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これから展開したい主要テーマの例
１ スマートヘルス事業 脳磁計

認知症（DIMENTIA)が高齢者最大の強敵 これに対して病の根源を成すといわ

れる海馬の働きを計測できる世界発の超高性能脳磁計がNICT-住友重工により開

発されたが実用に至らなかった。今回

これを改良し脳内情報伝達を探り認知

機能の計測を可能にするべく大学

医学部と協力し実用化を図る。

これを地域住民の患者様の

診断に活用したいとの意向であり

将来的には世界の脳科学者もここに

集結することも期待される。

超高性能脳磁計と簡易型脳磁計

の開発と生産を計画する。



健康産業ロボット分野

弊社関連支援企業（大学発ベンチャ10社、出資企業15社）のうち次の６社が事業

支援する。

A) ヘルステクノロジ社 健康管理機器システム（早稲田大）

B) INOPHIS社 マッスルスーツの開発販売（東京理科大ベンチャ）

C) WALK MATE LABORATORY社 歩行支援機器

（東京工業大ベンチャ）

D) TCC MEDIA LAB 社 VR,AI利用医療機器開発（電気通信大ベンチャ）

E) SAFE APPROACH MEDICAL社 歯科NAVIGATION

（九州大学ベンチャ）

F) MARS社 脳磁計の運用と応用、認知症予防（東北大）

30

２ スマートヘルス事業 健康産業



3 EVスマートバイク事業

高性能モータを使用する電動バイク、

EV スマートバイクの開発。

従来の問題点 モータに力がなく速度は遅く

坂道は登れずでエンジンバイクに勝てなかった。

今回のEVスマートバイクの特徴 3次元パイプ

ベンダによるアルミフレーム採用による軽量化

ボデイ採用と高性能モータの組み合わせによる

性能向上。坂道を楽々登り航続距離も長くなる。

4輪EVに比較して工場ラインは簡素、建設費は

低廉でシニア層でも楽に作業できる



４ 空飛ぶ車と電動飛行機

X WING(INDUSTRY NETWORK （長野県諏訪）主に貨物運搬を
想定 このモータにはMAGNATURE社のHALBACHMOTORを載
せることを期待
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法政大学御法川教授構想のVTOL 電動飛行機 GAS TURBINE HYBRID
方式 機体とモータを開発する



５ エネルギ環境分野 環境クリーン事業

MICRO ENERGY MANUFACTURING社が１TON/dayの廃棄物を水素ガス
に変換し燃料電池のガスあるいは発電（バイオマス発電事業）にできる車載シ
ステムを開発した。現在このシステムは島嶼地域の廃棄物処理システムとして
注目されている。

将来的にはこのシステムからクリーンな液体燃料を製造することも可能である
ので脱CO2の社会に適した産業となる。



環境クリーン事業の例

車載用バイオマス発電装置



大学に求めること（開発体制）
A 長年の大学との付き合い大学の事情は千差万別、研究室の状況も多様なること

理解しているので特別な制約は設けない。

B 大学の研究成果を実用化する手段は多様であるが共同でベンチャを作り支援す

るのが最良と考える。

この場合大学にもベンチャ企業に参加いただくこと、あるいはリーダになることが

望ましく成果の実用化、ビジネス化を共同で進めたい。

C 大学の研究結果を会社を作りビジネス化することに対し大学TLO側が抵抗を示す

ことがあるのは事実である。

大学発ベンチャが上場を目指すのは大変であるが成功例も経験している。長期

的目標としてIPOを考えていただきたい。

D 大学は予算削減の影響かものをつくる実験工房と人員が不足しサンプル、試作

品づくりが不十分である。これでは科学立国はおぼつかない。われわれ企業は

いつでも出向きものづくりをお手伝しますのでﾄﾞｱーをあけてください。END
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