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株式会社アイ・ロボティクス

＜代表＞ 安藤嘉康

＜設立＞ ２０１６年１１月１１日

＜主な事業＞
・プラント向けドローンソリューション
・産業革新への仕掛けと場づくり

＜資本金（準備金含む）＞
10,300万円（2019年1月現在）

＜本社住所＞
〒160-0003
新宿区四谷本塩町４番１５号 新井ビル１階

＜メール＞
info@irobotics.co.jp

＜HP＞
www.irobotics.co.jp

「空の産業革新により人類の課題解決を」
Industrial Innovation in the Sky to Solve the Challenges of Humanity



＜ミッション＞
最先端のロボティクスの知識と知恵を集積し、産業に応

用したプラットフォームを構築していく。

＜ビジョン＞
日本発のスケールするビジネスモデルを作り、いち早く

世界に展開する。

＜バリュー＞
世界に存在するベストな知識と知恵を使い、固有の技術
に固執しない。プラットフォームをオープンに展開して
いく。

＜沿革＞
2016年初、産業ロボティクス勉強会発足
2016年10月、ジャパンイノベーションチャレンジ優勝

2016年11月、法人登記
2017年 9月、IBM BlueHub プログラム選出
2017年10月、ジャパンイノベーションチャレンジ達成
2018年12月、三菱地所コンテスト優秀賞受賞



主要事例

＜国内大手製鉄所＞

• 煙突や高炉の外壁の点検・調査、精細３Dモデル作成等

• 補修作業ドローンの開発

＜三菱地所（アクアシティお台場）＞

• 吸着型ロボによるお台場アクア・シティでの壁面清掃の実証。

• 高所壁面の清掃実験実施、部署横断のドローンチームを組成へ

＜自治体・インフラ大手等＞

• 地域のドローン活用に向けた検討と調査

• イベント受託等、長期的な関係の構築

• ドローン事業立ち上げに向けた研修と

コンサルティング



ソリューション提供モデル
MOIS - Managed Open Innovation Service

• 昨今注目されるドローンの活用と事業参入ですが、企業内での検討は時間も
かかり、専門家の知見も必要となります。

• アイ・ロボティクスは、お客様のニーズを把握し、 最適なソリューション
を見つけて提供いたします。お客様のドローン事業参入を最速で実現いたし
ます。

• 期間：３カ月～

• コース内容（例、要相談）：

• エグゼクティブ・ストラテジー・プログラム

• スタッフのプロジェクト常駐（要相談）

• 技術ソーシングや相談窓口（常時）

• 河内町実験場の優先利用

• ドローン・イノベーション・プログラム

• オンデマンド・スタッフ派遣（週１日程度を想定）

• 主要な会議への参加と助言

• 河内町実験場の優先利用

• フィージビリティ・スタディ

• 主要な会議への参加と助言

• 河内町実験場の優先利用

• オプション：

• ニーズ抽出／アイデア・ワークショップ

• 市場調査レポート作成

• 海外視察調整

• 研修（テクノロジー研修、ドローン運用研修）

• プロトタイピング機試作納入

• テストパイロット、性能試験 等々
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技術調査・市場調査・事例視察

POC・実証機プロトタイプ作成

ステルス実証

新サービス開始
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研修・採用



ソリューション提供モデル例

エネルギー
・太陽光パネル診断
・風力発電ブレード、送電塔
・発電所/プラント構造物

農業
・ドローン農薬散布
・マルチスペクトル画像解析
→生育管理、追肥計画

環境
・河川環境保全
・山岳、海岸、洋上調査
・災害対応（捜索）

インフラ
・橋梁、ダム、のり面の点検測量
・官公庁、市町村管理施設
・団地、マンション、商業ビル

運用/コンサル
・講習、教育研修
・デモ、実証試験、許認可申請
・機材導入、組織マネジメント

社会実装推進
・点検調査、診断
・インフラ補修
・標準化、社会受容性整備



建物の維持管理
分析・解析・診断

プラント内完全データ化
とデータ販売

ソリューション提供モデル例
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＜建屋周囲補修作業型＞
プラント向け壁面専用
壁面メンテナンス用途

＜吸着３次元走行型＞
特殊建築物の壁面を走行
壁面の調査や清掃用途
落下危険性なし

＜垂直上下接触型＞
壁面接触して垂直移動
塗装や貼り付け作業等

＜汎用ドローン＞
点検・調査・撮影・測量

＜水上型＞
＜電源自動換装型＞
・・・その他開発中

＜防爆型＞
プラント内危険区域運用
発火危険性なし

＜地上自動搬送型＞
RTKにより悪路も自動
走行可能（早大共研）



私たちは最先端技術の社会実装に精通した

スーパー専門家集団です

CEO 安藤嘉康
映像処理・映像解析・画
像処理・プロジェクトマ

ネジメントに精通。
リクルート出身。
最先端テクノロジーの社
会実装を世界に先駆けて
実践してきた。

共同創業者 齋藤和紀
テクノロジー市場調査、
市場分析、政策提案、事

業計画策定、資金調達に
精通。金融庁出身。
テクノロジー志向のイノ
ベーションを仕掛け、実

践している。

共同創業者 野口克也
航空機運用、航空工学、
機械設計、気象分析、ヘ

リコプター運用技術に精
通。ドローン高難易度運
用の第一人者として数々
のプロジェクトに参加。

南硫黄島の調査分析など。

共同創業者 茂木健一
機械学習、深層学習、自
然言語解析、ブロックチ

ェーンに精通。デジタル
ハリウッドAIプログラミ
ング講師。数々の起業実
績を持ち、運用自動化プ
ログラムのプロトタイプ

を作成。

宮川泰
建設土木輸送機械設計、

設備診断、機械安全に精
通。製鐵プラント作業の
機械化ロボット化を進め
てきた。鉄鋼メーカーの
ロボット技術開発部門出
身。全国学生飛行ロボッ
トコンテスト事務局。

山本博保
機械測定、熱分析・粘弾

性分析センサーなどに精
通。外資系センサー企業
であるTAインスツルメ
ンツ日本法人元社長。農
学部出身。センサーをも
って農業の革新をもたら

すことに情熱。

我田友史
自動制御ソフト、サーバ
ーサイド・データプラッ
トフォーム、RPAに精通。
ソフトウェアエンジニア
として業務自動化や物流
システム自動化の大規模

プロジェクトの指揮を執

ってきた。

外部有識者ネットワーク
・東京大学工学部航空宇宙研究室
・早稲田大学理工学部情報生産システム研究科
・ドローンファンド投資先
・東京大学理工学部先端人工知能教育学講座
・深セン、エクサイジング社
・プロジェクト・テトラ
・セイバーウイング・エアクラフト

CTO 梶谷健一
高度通信技術、衛星通信
技術、運用自動化、航空
安全性、機械設計に精通。
NTT、情総研出身。実用
化技術の調査と実装プロ

ジェクトの統括、政策提

言などを行ってきた。



開発センター・メンテナンスセンター
国内トップレベルの研究開発/試験設備

～ドローンフィールドＫＡＷＡＣＨＩを整備～

80

分

茨城県河内町に実証実験場を整備
・内閣府交付金を利用した
自治体との共同プロジェクト

・河川局との連携（実機練習が可能）
・都心から近く空港にも近い
・宿泊型ドローン研修、スクール
・堤防沿いの廃校（中学校）を転用

主な利用企業
通信大手、電力大手、エア・モビリティベンチャー等々



ドローンやロボティクスを通じて、御社の課題を解決します。

＜お問合せ先＞
info@irobotics.co.jp

今できないことを次々と。

www.irobotics.co.jp

http://www.irobotics.co.jp

