
「新世代ロボット研究会」（略称「新ロ研」）は、新世代ロボットの未来に向けて

中小企業８社がそれぞれの強みを生かして、ロボットの要素技術の提供と、
新世代ロボットの開発に向けた研究を行うプロジェクトチームです。

金属の精密加工技術を生かし

電気・機械・ソフトウェア
技術の連携で

強く賢く優しい「動き」を創ります

多能工ロボット技術
画像解析技術で

ロボットに命を宿らせます

素材のトータルサプライヤー
として幅広い知識で

最適な素材を提供します

「スキル＆スピードのNITTO」
のキャッチフレーズのもとに

高品質・短納期にお応えします

多種多様のアルミ構造材を
ロボットに応用し

軽量化と高剛性を実現します

チタン・ステンレスの
微細加工技術で

動きに躍動感を与えます

情報工学（ＩＴ）の専門家として

ロボットの未来を創造します

未来を担う新世代ロボットに貢献し

株式会社日成電機製作所
株式会社明和

ニットー精器産業株式会社

株式会社エーエスエム

株式会社ITイノベーション



◆株式会社鬼頭精器製作所（会長）
鬼頭精器製作所は、精密機械部品等の加工を主とする金属加工会社です。設計、旋盤、フライス、マシニングセンター、研磨、組立て、検査と

一連の工程により、お客様の細かなニーズにお答えいたします。
超多品種、極少量生産の試作部品、工作機械部品、航空･宇宙部品、建築機械部品、各種装置等、高精度、高難度部品加工のことなら、鬼

頭精器製作所にお任せください。国家技能検定1級技能士集団が、お待ちしています。
【自社の強み】
①高精度な加工ができる加工技術 ②高精度な品質保証体制 ③設計から組立て･検査まで幅広く加工に対応 ④省エネ工場
＜取得資格＞ＩＳＯ９００１（2004年１２月) ･エコアクション２１（2010年１２月)

国家技能検定１級技能士 ９名、エネルギー管理士 １名、非破壊試験技術者 １名、工作機械メンテナンス技術者 ２名

◆株式会社日成電機製作所
弊社は創業以来40年以上にわたり、『機械・設備用制御盤』『板金加工』『プリント回路基板』『ワイヤハーネス』を中心とした「ものづくり」事

業に携わってまいりました。そして「ものづくり」の対象は、電気・機械・ソフトウェア技術との連携による『装置一式での設計製作』にまで及ん
でおります。弊社は、製品＝「もの」だけでなく、工数低減・省エネルギー・コスト削減・品質向上など、お客様の様々な課題の解決＝「こと」を
提供するパートナーでありたいと考えております。
『ものづくり』を極め、『ことづくり』企業へ。
【自社の強み】
電気・機械・ソフトウェア技術との連携による『装置一式での設計製作』能力

◆株式会社明和
電子組付機器のパーツ供給用テープフィーダ製造／精密プレス加工／精密冷間鍛造／精密機械加工／精密金型設計製作を行っており、

設計から加工・組立・検査に至るまで自社にて行っています。これらの技術を生かして様々な機器を組み合わせることで、フレキシブルな作業
を無人運転で行うことができる「多能工ロボットモジュール」を開発・製造しており、イメージ処理技術、機器制御技術を応用したシステム開発、
商品提供を通して、単純作業からの開放、人的ミス防止、人的費用の削減を実現します。
【自社の強み】
①最先端の技術を導入できるエンジニアによる開発力。
②コンピュータによる設計から工程管理、生産管理技術力。
③先進機械技術に加工、プレス、アッセンブリーなど独自の製造技術力。
④製品精度の確認が技術の原点ととらえる検査、測定技術力。

『新世代ロボット研究会』メンバー企業

◆鈴木特殊鋼株式会社
特殊鋼をはじめとし、普通鋼・非鉄金属・チタン・ステンレス・プラスティック・炭素繊維など素材に関しては幅広く扱っています。
【自社の強み】
幅広い素材を扱い、また豊富な在庫量と精密切断機、それに受注から納品までの生産工程も含めたトータルなシステムでの管理により、高

精度短納期での販売を得意としています。素材に関してのご用命をお待ちしています。

◆ニットー精器産業株式会社
弊社は精密金属部品・治工具等"丸物""角物"問わず全加工で対応してります。（治具設計も対応）また切削、ワイヤーカット、放電、研磨、溶

接、熱処理、表面処理、ミガキまで一貫した対応が可能です。
【自社の強み】
＜技能＞ 技能者の62％（1級6名・2級2名）が技能士の資格を取得しており、お客様の”こだわり”を製造いたします。
＜提案力・改善力＞ 図面検討コーナーを設立し、お客様のニーズに対応した「提案」とものづくりの効率化をはかるべく

現状改善の実践。
＜人材育成＞ ”ものづくりは人づくり”と考え、”全従業員に対し計画的に教育の実施。

（’09年実績-延べ人数233名、延べ日数400日）

◆株式会社 光生
１．『品質至上』を常に心がけ、より良い製品を提供する。
２．切削加工を中心にあらゆる可能性に挑戦する。
３．『光生』のブランドと信用を世界に高める。
を経営方針とし、試作部品、機械部品の加工、治具設備の設計製作を行っています。
【自社の強み】
設計～部品製作～機器調達～組立に至るまで、高品質と低コストでご提供できます。

◆株式会社エーエスエム
計量化・高剛性を実現するアルミ構造材、直動製品の販売を行っています。
【自社の強み】
設計部隊を持ち、単なる販売だけでなく「お客様」のニーズお応えするアルミ構造物の提案をさせて頂きます。

◆株式会社ＩＴイノベーション（事務局）
株式会社ＩＴイノーベーションは中小企業の皆様に「スピード経営」「収益改善」「ビジネスモデル創出」などの経営革新を実現して頂くために、

その阻害要因である「手作業・重複作業」「業務の複雑さ」「情報不足」などの問題に対し、業務全体を見直すとともに、ＩＴをうまく活用して解
決して頂けるようご支援をさせて頂きます。
【自社の強み】
ＩＴコーディネータ（経済産業省推進資格）が、経営とＩＴを橋渡しし、真に経営に役立つＩＴ投資を推進・支援します。



『新世代ロボット研究会』の目的

■『新世代ロボット研究会』立ち上げにあたって
『新世代ロボット研究会』立ち上げにあたり、我々が目指すべ
き新世代のロボットの姿を明確にするために、名古屋工業大学大
学院梅崎教授に面談をさせて頂き、お話しをうかがいました。
梅崎教授は音声・画像情報処理がご専門で、多くの企業と共同
開発を行ったり技術提供をされており、指紋認証システム・ナン
バープレート認識システム・3次元画像解析による検査システム等、
多くのものが既に実用化されています。
その中でも我々が特に注目したのが検査システムで、画像解析
技術により、カメラで撮影した画像から数ミクロンの精度で測定
を行うことが可能になっており、これまで一千万近くした３次元
計測装置を数万円の市販カメラを用いて実現可能とのことでした。
モノづくりの現場では多くの費用と人手を掛けて付加価値を生ま
ない検査作業を行っているのが現状で、それでも不良を出してお
客様に迷惑をお掛けしてしまうことがあります。大企業において
は既に自動検査システムの実用化もされていますが、安価に導入
できるようになれば中小企業においても導入が可能となり、品質
向上・コスト削減に役立つことになります。
また新世代のロボットについて梅崎教授にお話しをうかがった
ところ、「ロボットは知的な作業ができなければ意味がない」と
おっしゃられ、事前にプログラムされた動作を忠実に再現するだ
けではなく、画像認識・音声認識・人工神経といった技術で人間
の持つ高度な知能情報処理を行い、ロボットが瞬間を判断して自
ら人とコミュニケーションすることが重要とのことでした。
梅崎教授のお話も踏まえ、まずはものづくりの現場で人の手や
目で行っている作業を、単純な繰り返し作業を行うロボットでは
なく、自ら判断して状況に応じて変化しながら作業が行えるロ
ボットを目指していきたいと思います。またそれらの技術を応用
して介護の補助が行えるようなロボット開発に関わり、社会貢献
も目指していきます。
今後『新世代ロボット研究会』では各社が持つ要素技術を融合して、ロボット開発メーカーや大学等と連
携も模索しながら、新世代ロボットの研究や開発に８社合同で取り組んでいきたいと思います。

名古屋工業大学大学院 梅崎研究室にて
左から鬼頭（鬼頭精器製作所）、梅崎教授、須賀（光生）

監視ロボットＡＳＫＡ（梅崎研究室）

◆株式会社鬼頭精器製作所
当社の加工技術が、新世代ロボットに運用されることへの期待があります。加工を通して、社会貢献
活動、地域貢献活動、福祉貢献活動を担っていきたいと考えます。

◆株式会社日成電機製作所
不定形作業への対応実現のためのプログラミング・ティーチングの容易化。人間との協調動作のため
の安全性実現。省エネルギー、フリーメンテナンス性、低コスト化に期待します。

◆株式会社明和
より複雑で精密な作業を、センサーを使って自分で測定して自動的に補正をかける等、自分で判断で
きる自立型ロボットの開発。

◆株式会社 光生
人の生活を人工知能と繊細な動きでサポート出来るようなロボットに期待。

◆ニットー精器産業株式会社
機械加工のロボット化・人間並みの反応、能力。

◆鈴木特殊鋼株式会社
8社のトータルな技術力を駆使して、新たな需要の創造を期待します。

◆株式会社エーエスエム
軽くて強い、人や環境に優しく、生活に溶け込めるロボット。

◆株式会社ＩＴイノベーション
これまで中小企業が支えてきた「モノづくり」の技術を新世代ロボットに活用し、日本の中小企業が
元気になること。

『新世代ロボット』に期待すること



株式会社鬼頭精器製作所



株式会社日成電機製作所

株式会社日成電機製作所

プラズマ評価装置
液晶パネル加工装置用

ワーク搬送機

電動台車

多芯ケーブル用
ワイヤハーネス自動加工機

ウエハ厚み測定器

ISDN対応無線
LANルーター

〒454-0945

名古屋市中川区下之一色町宮分３２

TEL:052-302-1110 (代) http://www.nis-ele.co.jp/

弊社は創業以来40年以上にわたり、『機械・設備用制御盤』『板金加工』『プリント回路基板』
『ワイヤハーネス』を中心とした「ものづくり」事業に携わってまいりました。
そして「ものづくり」の対象は、電気・機械・ソフトウェア技術との連携による『装置一式での設計製作』
にまで及んでおります。
弊社は、製品＝「もの」だけでなく、工数低減・省エネルギー・コスト削減・品質向上など、お客様の
様々な課題の解決＝「こと」を提供するパートナーでありたいと考えております。

『ものづくり』を極め、『ことづくり』企業へ
日成電機製作所に提案させてください。

モータ可動子製作

モータ負荷評価装置・出力波形



株式会社明和

多能工ロボットモジュール

特徴
・様々な機器を組み合わせることで、フレキシブルな作業を無人運転で行うことができます。
（検査・測定・組み立て・計量・梱包などの軽作業にぴったり！）
・標準サイズ L1100×W800×H1750 と、大変コンパクトになっています。

非破壊検査装置（開発中）

元画像 画像処理 欠陥検出

解析ソフトウェア

Ｘ線撮影で多階調画像データを
取得、表示します。
Ｘ線発生装置、検出器を交換
することにより、いろいろな
材質、厚みの対象物に対応可能

画像解析処理をすることにより、ダイキャスト内の巣を検出することができます。

株式会社 明和 〒444-1213 愛知県安城市東端町新切８ TEL:0566-92-1880（代） http://www.meiwainc.jp/



株式会社光生

〒448-0813 愛知県刈谷市小垣江町本郷下28-1
TEL:0566-63-7551  URL:http://www.kkkousei.jp

0.1mm細穴細穴細穴細穴加工加工加工加工

チタン材の切削加工チタン材の切削加工チタン材の切削加工チタン材の切削加工

SUS304精密加工精密加工精密加工精密加工製品製品製品製品Auメッキメッキメッキメッキチタンチタンチタンチタン溶接溶接溶接溶接

主な製品例主な製品例
組立搬送治具設計製作組立搬送治具設計製作組立搬送治具設計製作組立搬送治具設計製作

（自動車部品）（自動車部品）（自動車部品）（自動車部品）

成形歪測定＆解析装置成形歪測定＆解析装置成形歪測定＆解析装置成形歪測定＆解析装置
（（（（アルミダイキャスト製品各種）アルミダイキャスト製品各種）アルミダイキャスト製品各種）アルミダイキャスト製品各種）

操作用タッチパネル操作用タッチパネル操作用タッチパネル操作用タッチパネル



ニットー精器産業株式会社

ニットー精器産業株式会社

〒471-0825 豊田市明和町7丁目58番地 TEL:0565-25-1122(代) http://www.nitto-seiki.co.jp



鈴木特殊鋼株式会社

〒470-1215

豊田市広美町北繁Ａ-2

TEL:0565-21-1411  http://www.suzuki-steel.co.jp/

あらゆる特殊鋼、お任せ下さい。

•構造用鋼を中心としていますが、工具用鋼やステンレス鋼、さらにはアルミ
なども含め、種類は問いません。あらゆる材料のニーズにお応えします。

短納期での納入、お任せください。

•納期遅れが大きな機会損失、利益損失につながることを身にしみて知って
います。できる限り短納期を心がけ、お求めの時間に納入します。

高精度な加工、お任せください。

•高性能切断機をはじめとする各種加工機を揃え、お求めの形状や長さに
加工して納入します。

構造用鋼 ：SC・SCM・SNC・SNCM各種・SMnV45TL・・・・SCM415NR

工具鋼 ：SK・SKD・SKS各種・SKD11平
磨棒鋼 ：SS400・S45C・SCM415・SCM435・M23L1・12L14・S45CF・SCM415F・SCM435F

軸受鋼 ：SUJ2・SUJ2L-G

プレート ：SS・SC・SK・SKS・SKD11・NAK55・NAK80・DC53・SPH40他
ステンレス：303・304・403・310・420J2・416他
パイプ ：SGP・OST・STKM・SMnV45TL・SUSパイプ他
ガス切断 ：SS・SC・SCM

鋳物 ：FC・FCD

非鉄金属 ：銅・真鍮・アルミ他
その他 ：ロストワックス、精密鋳造品、レーザー加工・鍛造品

『お客様のご要望にお応えすること』
私たちは自らの役割をこの一言に求めています。

ご要望の材料を、ご要望の形に加工して、ご要望の時間にお届けすること。したがって材料の
種類は問わず、特殊鋼だけにこだわることもしません。
私たちの仕事はお客様のご要望にお応えすることであって、それ以外ではないから。まずはご
要望を私たちにお伝えください。
そこからはすべて私たちの仕事です.

●青色の文字は、工
程省略・原価低減・軽
量化にお役立てでき
る材料です。

主な取扱鋼材



株式会社エーエスエム

ボッシュ・レックスロス株式会社は油圧機器事業、ボッシュ・レックスロス株式会社は油圧機器事業、ボッシュ・レックスロス株式会社は油圧機器事業、ボッシュ・レックスロス株式会社は油圧機器事業、
FAモジュールコンポーネント及び直動機器事業、モジュールコンポーネント及び直動機器事業、モジュールコンポーネント及び直動機器事業、モジュールコンポーネント及び直動機器事業、
サーボシステム事業を展開するボッシュグループのサーボシステム事業を展開するボッシュグループのサーボシステム事業を展開するボッシュグループのサーボシステム事業を展開するボッシュグループの
産業機器部門の一翼を担う会社です。産業機器部門の一翼を担う会社です。産業機器部門の一翼を担う会社です。産業機器部門の一翼を担う会社です。

アルミ構造部材から人間工学に基づき設計されたアルミ構造部材から人間工学に基づき設計されたアルミ構造部材から人間工学に基づき設計されたアルミ構造部材から人間工学に基づき設計された
作業台、コンベアシステムといった多種多様な作業台、コンベアシステムといった多種多様な作業台、コンベアシステムといった多種多様な作業台、コンベアシステムといった多種多様なFAココココ
ンポーネントを始め、様々な種類の直線運動機器ンポーネントを始め、様々な種類の直線運動機器ンポーネントを始め、様々な種類の直線運動機器ンポーネントを始め、様々な種類の直線運動機器
製品群をご提供しています。製品群をご提供しています。製品群をご提供しています。製品群をご提供しています。

シェフラーグループ（本社：ドイツ）はシェフラーグループ（本社：ドイツ）はシェフラーグループ（本社：ドイツ）はシェフラーグループ（本社：ドイツ）はINA、、、、FAG、、、、LuKのののの3グループにより構成される、自動車・産業用機械・航空宇宙のグループにより構成される、自動車・産業用機械・航空宇宙のグループにより構成される、自動車・産業用機械・航空宇宙のグループにより構成される、自動車・産業用機械・航空宇宙の
分野で事業を展開するグローバル企業です。現在、世界分野で事業を展開するグローバル企業です。現在、世界分野で事業を展開するグローバル企業です。現在、世界分野で事業を展開するグローバル企業です。現在、世界180以上の拠点をもち、従業員数は約以上の拠点をもち、従業員数は約以上の拠点をもち、従業員数は約以上の拠点をもち、従業員数は約61,000人、連結売上高人、連結売上高人、連結売上高人、連結売上高
はははは73億ユーロ（億ユーロ（億ユーロ（億ユーロ（2009年度）となっております。年度）となっております。年度）となっております。年度）となっております。

多種多様なアルミ構造材で
軽量化と高剛性の可能性を広げます

ボッシュ・レックスロス株式会社及びシェフラーグループと一次代理店契約を結び
多種多様なアルミ構造材を提供いたします。

株式会社エーエスエム
〒448-0813 愛知県刈谷市小垣江町本郷下28-2
TEL:0566-24-2367 URL:http://www.kk-asm.co.jp



株式会社ＩＴイノベーション

〒470-1218 豊田市上郷町四丁目3番地１２

TEL: 0565-21-4704  http://www.it-innovation.jp/

中小企業ではＩＴ専門の人材はおらず、総務部門などが兼務している
ケースが多く、ＩＴ導入時にはＩＴベンダーの提案に対して
・「見積りをもらったが、妥当な金額なのかどうか評価できない」
・「こちらのやりたいことをＩＴベンダーにうまく伝えられない」
・「紙などで仕様の確認を求められるが、使ってみないとピンとこない」

のような問題が発生します。
またＩＴベンダー側も企業独自の業務の仕組みや経営に関する知識が

欠如しているケースが多く、「仕様を決めてもらえばその通りに開発しま
す」という立場でＩＴ導入を進めるため正しく仕様を伝えられないと、業
務に合わなかったり、目標とした経営課題が解決できず、
・「導入してみたが使えない」
・「使える仕組みにするために追加投資を余儀なくさせられた」

等の問題が発生し、非効率なＩＴ投資になってしまうケースが見受けられ
ます。

企業にとって戦略的IT投資が重要な経営戦略として位置づけられる中、ITユーザーとITベンダーの双方の立場を理解し、経営者
の立場から「真に経営に役立つIT投資」をサポートできる人材が必要不可欠なものとなっています。
ITコーディネータは、経営とITの両面に精通し、企業経営に最適なIT投資を支援・推進することができるプロフェッショナルとして、

国家プロジェクトの一環として誕生した「経済産業省推進資格」で、「IT新改革戦略」の中でも重要な人材として位置づけられて
います。（ＩＴコーディネーター協会ホームページより）

『３本の矢コンソーシアム』では、 「平成２１年度地域情報化基盤整備費補助金」を活用し
中小ＩＴベンダーの安価な開発費用のまま、リスクを軽減するための体制を構築しました

プログラムの共通基盤を
複数の中小ＩＴベンダーで
共有することで、

お互いに保守が可能となり
リスクが軽減されます

「ＩＴ経営」のプロフェッショナル
であるＩＴコーディネータが
お客様の業務を分析し、
経営課題を解決するための
最適なシステムを提案しますＩＴコーディネータ

中小ＩＴベンダー

お客様お客様

営業窓口

プログラム共通基盤

管理・指導

要件定義

営業活動

ソースコード

共有

中小ＩＴベンダー 中小ＩＴベンダー

◆非効率なIT投資をしていませんか？

◆ITコーディネータが御社の悩みを解決します

ＩＴコーディネータが、経営とＩＴを橋渡しし、真に経営に役立つＩＴ投資を推進・支援します

◆御社の基幹システムはパッケージソフトで満足ですか？
業務の効率化のためには、自社の業務にあった最適なシステムを構築する必要があります。
自社の業務に合ったパッケージが見つかれば一番良いのですが、大枠では合っていても細かい部分で合わないことが多く、その
ために無駄な業務を強いられたり、主要な機能以外は使わずに人手で管理することとなり、二重入力が発生し、業務の効率化が
進まない企業を多く見受けます。
かと言って、自社の業務に合わせたシステムを個別に開発してもらうとパッケージの費用に比べて５倍～１０倍の費用が掛ってしま
い、なかなか踏み切れません。

もっと安く導入することができれば業務の効率化は大幅に進むはずです！



◆株式会社鬼頭精器製作所（会長）
〒473-0904 愛知県豊田市中町中根50番地 TEL:0565-52-3757 http://www.kitouseiki.co.jp/ 

◆株式会社日成電機製作所
〒454-0945 名古屋市中川区下之一色町宮分３２ TEL:052-302-1110 (代) http://www.nis-ele.co.jp/

◆株式会社明和
〒444-1213 愛知県安城市東端町新切８ TEL:0566-92-1880（代） http://www.meiwainc.jp/

◆株式会社 光生
〒448-0813 愛知県刈谷市小垣江町本郷下28-1 TEL:0566-63-7551 http://www.kkkousei.jp

◆ニットー精器産業株式会社
〒471-0825 豊田市明和町7丁目58番地 TEL:0565-25-1122(代) http://www.nitto-seiki.co.jp

◆鈴木特殊鋼株式会社
〒470-1215 豊田市広美町北繁Ａ-2 TEL:0565-21-1411  http://www.suzuki-steel.co.jp/

◆株式会社エーエスエム
〒448-0813 愛知県刈谷市小垣江町本郷下28-２ TEL:0566-24-2367 http://www.kk-asm.co.jp

◆株式会社ＩＴイノベーション（事務局）
〒470-1218 豊田市上郷町四丁目3番地１２ TEL: 0565-21-4704 http://www.it-innovation.jp

お問合せ先


