ミクロものづくり岡山作品コンテスト

デザイン性を重視した最新モデル。
バッテリーで最大8時間駆動できる。

GFRTP製
樹脂フレーム

作 品コンテスト 優秀作品賞
減速機一体型
サーボモータ

電動パワーマルチアシストスーツ
モーション
センサ
軽量アルミ
フレーム

素

材

大きさ

技術内容

・メインフレームに超超ジュラルミンを採用
・上体フレームに軽量で折損破壊しにくい材質として
ガラス繊維複合熱可塑性樹脂
（GFRTP）
を採用
・高さ：
６０ｃｍ×幅：
５０ｃｍ×：奥行：
３１ｃｍ
・重量：
６．
８ｋｇ
（バッテリ、ハーネス類含む）
・基本的にはスイッチ類などを用いることなく、本体に
内蔵されたモーションセンサ ーで装着者 の 動作を
推定してアシストを行う

・荷上げ・荷下ろし・中腰・歩行補助の４つの動作に対する
アシストを１台に併せ持つ
主な特徴 ・フレームにリンク構造を採用することにより、装着時の
拘束感が少なく、自由な動きを可能とする
・防水防塵構造の採用により、屋外の作業にも使用可能

私たち の 強 みについて

大学研究機関とのマッチング開発
重量物の上げ下ろしや、
作業中の前傾姿勢など、
農 作 業にかかる腰 や 体
へ の 負 担は予 想 以 上に
大きい。身体に装着し動
きをアシストしてくれる
作業用ロボットは、今後、
土木や運搬、介護などあ
らゆ るシ ー ンで 活 躍 が
期待される分野だ。
「電動パワーマルチアシストスーツ」は、農
作業の負担軽減を目的に国立大学法人和歌山
大学が研究した技術シーズをもとに、同社が
実用開発した着用型ロボット。
これまで貢献してきた分野での販路が見込
めることから、大学との2年間の共同研究を経
て、実施許諾契約を交わした。

モーターを駆動源に、作業者の動きに追従
しながら動作を補助する。荷上げ、荷下ろし、
中腰姿勢、歩行補助の４つの動作をモーション
センサーが検知。腰部に装着された２つの電動
proﬁle

モーターが回転し、
フレームを通じて身体に動力
を伝える仕組みだ。
実用化にあたっての課題は、使いやすさと価格
だ。減速機一体型のサーボモーターの開発で
コンパクト設計を実現。着用者の動作を妨げず
自由に作業ができるよう軽量化にも取り組んだ。
フレームの素材には、零戦
（ゼロ戦）
の主翼にも
使われた超超ジュラルミンを採用。上半身を支
えるアームには、
しなやかさと強度を併せ持つ
新素材、GFRTP（ガラス繊維複合熱可塑性樹
脂）
を取り入れ、
ソフトな着用感にも配慮した。

長年培ったゴム製造技術を結集し

File:08

ニーズをより使いやすいカタチに

代表取締役

転倒災害ゼロ環境を追究

産 学 連 携 によ る 開 発 の 成 果

ニーズに応えた作業支援ロボット

File:07

農業だけでなくあらゆる作業で活躍
ロボットスーツの評価が高まる中、同社が
差別化を狙うのは、
「 使ってみて分かる動きや
すさ」だ。改良点を具体的にするために、いろ
いろな作物での農作業を実証データにとり農家
の声を集めた。拘束感のない着用感と、作業を
強力にアシストしてくれる必要十分なパワー。
刈払機のパイオニアとして、さまざまな農業用
機器の開発を手がけてきた同社の設計ノウハウ
と得意技術がいかんなく発揮されている。今後
は、腰の負担を強いられるさまざまな業種から
の需要も期待される。
proﬁle

杉本 宏

氏

出身地…岡山県岡山市
● 生年月日…昭和46年12月8日生まれ。
●

後継者育成塾３期生。OBで構成される吉備
継成会にも所属し、異業種経営者らと研鑽を
積んでいる。趣味はテニス、
ドライブ、
スポーツ
鑑賞。

株式会社ニッカリ
http://www.nikkari.co.jp/
■ 事業内容…園芸機器、
軌条運搬機の製造・販売

〒704 -8125 岡山県岡山市東区西大寺川口465 -1
TEL：086 -943 -0051／FAX：086 -943 -0405
E-MAIL:nikkari@optic.or.jp
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営業企画部長

渡邉 喜朗

氏

出身地…岡山県岡山市
● 生年月日…昭和59年5月9日生まれ。
●

趣味はもっぱら1歳になる長女と奥さんへの
家族サービス。日々、長女の成長する様子を
実感するのが何よりの楽しみ。

抜群のグリップ性・耐滑性を持つソールが
転倒事故を高度に予防

作品コンテスト 優秀作品賞

驚異のグリップ HyperV ラバーシリーズ
素

材

驚異のグリップ HyperV シリーズ
❶HyperV : 水・油・洗剤等に対し抜群の耐滑性
❷粉HyperV : 粉体に対し抜群の耐滑性
❸HyperV スタッドレス : 雪・氷に対し抜群の耐滑性

・長年培われた技術により特許取得の意匠構造
技術内容 ・材料配合でさまざまな接地面に対する抜群の
耐滑性を実現
使用設備

金型、ゴム練・成型設備

・搭載シューズは22.0〜29.0ｃｍ
大 き さ ・ゴムシート素材としては
320×320、
６４０×３２０
・現在は安全靴、厨房靴に搭載
主な特徴 ・入浴介護用品として活躍している
が 工 場自動 化ラインの 部 品やド
ローンへの活用も目指す

私たち の 強みについて

特許取得の技術が生んだ驚異の耐滑素材

幅広い分野に応用が可能

日常生活の至るところに潜む転倒の危険性。
特に、労働災害の中で最も多い転倒事故の軽
減・防止に早くから取り組んできた。地下足袋
メーカーとして創業以来90年、
ゴム素材の特性
を知り尽くし、長年培ったゴム製造技術を活かし
て、特許取得の意匠構造と独自の材料配合技術
を結集。さまざまな接地面に対して驚異的な
耐滑性を発揮する素材を開発した。
水・油・洗剤などに対する耐滑性を飛躍的に
向上させた
「HyperV」
、粉体に対して抜群の耐
滑性を持つ
「粉HyperV」
の先行2タイプに加え
て新たに開発したのが、雪・氷に対して抜群の耐
滑性を持つ
「HyperVスタッドレス」
だ。
8年間にわたる研究とフィールドテストを経
て、平成28年に完成した。
特殊ゴムと階段意匠が吸盤効
果を発揮し、氷上面にしっかり接
地する。従来主流であったスパイ
クやガラス繊維と異なり、床を傷
つけない点も大きなメリットだ。
着脱容易なアタッチメントソー
ルとして商品化した。ほかに、
ゴム
シート素材も2種類のサイズ展開
で用意。

「HyperV ラバーシリーズ」
は、
すでに安全靴・
厨房靴に搭載されて、最高レベルの評価が定着
している。
また、入浴介護用品にも採用され、在宅介護
に向けた新たな商品開発にも一層期待がかかる。
さらに応用範囲は拡大の一途で、今後、工場自
動化ラインの部品やドローンへの活用も視野
に入れている。

市場が求める素材の開発に常に挑戦
比類のない素材開発力と意匠設計力を誇る
同社では、ワークシューズ、学校教育シューズ、
建築土木資材、医療・介護用品の4分野を事業
の軸と位置づけ、各市場が求める素材の開発
に力を注ぐ。ゴム素材であれば、いかなる用途
にも対応できる技術力には絶対の自信を持つ。
靴が多様に進
化する中、靴底の
技術に関してはナ
ンバーワンであり
た い と 挑 戦し 続
け 、現 在 、新 た な
プロジェクトも進
行中だ。
ペーパーウエイトにも使用

「HyperV ラバーシリーズ」
は、すでに安全
靴・厨房靴に搭載されて、最高レベルの評価が

日進ゴム株式会社

http://www.nisshinrubber.co.jp/
■ 事業内容…ワークシューズ・学校教育シューズ・建築土木資材・医療・介護用品
その他ゴム製品の製造・販売

〒700‐0975 岡山県岡山市北区今八丁目16番17号
TEL：086-243-2456／FAX：086-242-0550
E-MAIL:nrc@nisshinrubber.co.jp
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