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Corporate profileCorporate profileCorporate profileCorporate profile

astamuse company ltd.

Capital fundCapital fundCapital fundCapital fundCapital fundCapital fundCapital fundCapital fund
443,469,290 JPY + reserve

FoundationFoundationFoundationFoundationFoundationFoundationFoundationFoundation
Sep 2nd, 2005

2Copyright©astamusecompany,ltd.AllrightReserved

443,469,290 JPY + reserve
Major shareholdersMajor shareholdersMajor shareholdersMajor shareholdersMajor shareholdersMajor shareholdersMajor shareholdersMajor shareholders
Management team, JAFCO

Number of employeesNumber of employeesNumber of employeesNumber of employeesNumber of employeesNumber of employeesNumber of employeesNumber of employees
50



FFFFoundation storyoundation storyoundation storyoundation story
• Our founder CEO, Ayumu Nagai, was very much frustrated about the invisibility of 

research and technology development.
• Anyone doing the same research as mine?
• Will my technology be built into real product?
• Can my study be reached and evaluated properly?

• And he also found that technologies can be used effectively in different areas than it 
was originally invented, when he worked for TLO of Tokyo Univ. So, he started this 
company.
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“astamuse”

We’ve made up the name “astamuse”We’ve made up the name “astamuse”We’ve made up the name “astamuse”We’ve made up the name “astamuse”

4Copyright©astamusecompany,ltd.AllrightReserved

asterisk (＊) museum+

everything necessary
to innovate

collection + curation



What’s necessary for innovation?What’s necessary for innovation?What’s necessary for innovation?What’s necessary for innovation?

Innovation

Ideas Technologies
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Innovation

Talents Funds



How to get and use innovation resources?How to get and use innovation resources?How to get and use innovation resources?How to get and use innovation resources?
• Innovation process
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Find Evaluate Negotiate Use



We help the whole process of innovation : online + offlineWe help the whole process of innovation : online + offlineWe help the whole process of innovation : online + offlineWe help the whole process of innovation : online + offline

Find Evaluate
Negotiat

e
Use

Tenshoku-navi 150+ vertical recruiting web service・・・
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online

offline

astamuse.com

astavision.com

Consulting services

partnership w/ recruiting companies, patent law firms, and incubators

Our flagship service・・・

Focuses on future 
market and talent・・・



Our core competenceOur core competenceOur core competenceOur core competence : Hybrid approach: Hybrid approach: Hybrid approach: Hybrid approach

public＜Company DB＞private特許 ＜IP/Technology DB＞実案 意匠 商標 論文
＜Market/Product DB＞医薬品消費財 ・・・・・・・・・・・・

１１１１．．．．Market/Company/TechnologyMarket/Company/TechnologyMarket/Company/TechnologyMarket/Company/Technology
database of 80 countriesdatabase of 80 countriesdatabase of 80 countriesdatabase of 80 countries

Online : web services
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３３３３．．．．Analyst networkAnalyst networkAnalyst networkAnalyst network

２２２２．．．．Valuation algorithmValuation algorithmValuation algorithmValuation algorithm
astamuse IP Impact Score

4

Offline : consulting services
＋＋＋＋



About astamuse.comAbout astamuse.comAbout astamuse.comAbout astamuse.com

1 million MAU1 million MAU1 million MAU1 million MAU
（Japanese version）

“astamuse.com” is an online museum of innovation resources, which exhibits the 
information about market, company, and technology.
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DemoDemoDemoDemo

• Search for “iPS” (induced Pluripotent Stem cells)
• astamuse.com – English version

• Search for “artificial muscle”
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• Search for “artificial muscle”
• astamuse.com/astavision.com/tenshoku-navi

– Japanese version 

• Search for “ENDOSCOPIC SURGERY SYSTEM”
• astamuse.com – Japanese version



astamuse.com in Englishastamuse.com in Englishastamuse.com in Englishastamuse.com in English

11Copyright©astamusecompany,ltd.AllrightReserved



astamuse.com in Englishastamuse.com in Englishastamuse.com in Englishastamuse.com in English
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We have developed a tool that can identify the possibility of technology portfolio.

市場大分類 医療医療医療医療 農業・食品工業農業・食品工業農業・食品工業農業・食品工業 モビリティモビリティモビリティモビリティ市場名 画像診断生体イメージング 再生医療・細胞治療・発生工学 節水農業 植物工場施設園芸 高度運転支援自動運転 ・・・・・・・牽制先件数 72 0 1 12 0 0他社件数 70 0 0 11 0 0(自社件数) 2 0 0 6 0 0技術分野 牽制元出願件数ガラスの表面処理 54 - - - - -

180 promising future markets180 promising future markets180 promising future markets180 promising future markets

診断機器の技術を守るために診断機器の技術を守るために診断機器の技術を守るために診断機器の技術を守るために 診断機器の技術が、診断機器の技術が、診断機器の技術が、診断機器の技術が、想定してい想定してい想定してい想定してい

The Innovation Matrix – analysis with citation
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ガラスの表面処理 54 - - - - -発光ダイオード 8 - - - - -機械の制御 32 件数：17他社：11(自社：6) - - 件数：3他社：3(自社：0) - -入出力制御 12 - - - - -・・・・・・・ XXX - - - - - -

technology portfolio
technology portfolio
technology portfolio
technology portfolio

診断機器の技術を守るために診断機器の技術を守るために診断機器の技術を守るために診断機器の技術を守るために
出願したので、医療市場で活用出願したので、医療市場で活用出願したので、医療市場で活用出願したので、医療市場で活用
可能性が生じるのは可能性が生じるのは可能性が生じるのは可能性が生じるのは想定通り想定通り想定通り想定通り

診断機器の技術が、診断機器の技術が、診断機器の技術が、診断機器の技術が、想定してい想定してい想定してい想定してい
なかった植物工場向けに活用なかった植物工場向けに活用なかった植物工場向けに活用なかった植物工場向けに活用
できそうできそうできそうできそう

発明名称（元）発明名称（元）発明名称（元）発明名称（元） 出願人（元）出願人（元）出願人（元）出願人（元） 発明者（元）発明者（元）発明者（元）発明者（元） 技術分類（元）技術分類（元）技術分類（元）技術分類（元） 発明名称発明名称発明名称発明名称 出願人出願人出願人出願人 出願人分類出願人分類出願人分類出願人分類 発明者発明者発明者発明者診断機器用照明装置 診断機器メーカーA株式会社 鈴木一郎 診断機器 植物栽培用の発光装置 シャープ株式会社 他社 田中 一郎診断機器用照明装置 診断機器メーカーA株式会社 鈴木一郎 診断機器 導光フィルム及び該導光フィルムを用いた植物育成方法 富士フィルム株式概査 他社 山田 太郎診断機器用照明装置 診断機器メーカーA株式会社 鈴木一郎 診断機器 植物育成用の発光装置 星和電機株式会社 他社 鈴木 次郎
※※※※関連企業関連企業関連企業関連企業////技術の詳細を表示技術の詳細を表示技術の詳細を表示技術の詳細を表示



180 Future Markets in 11 categories
From broad and deep analysis of global trend, we have defined 180 future markets in 
11 categories, which is associated with our technology database (using IPC, Fterm, 
and keyword)

1. 1. 1. 1. EnergyEnergyEnergyEnergy 2. Healthcare2. Healthcare2. Healthcare2. Healthcare 3. Mobility3. Mobility3. Mobility3. Mobility 4444. Space/marine dev. Space/marine dev. Space/marine dev. Space/marine dev

5.5.5.5.Food/water/soilFood/water/soilFood/water/soilFood/water/soil 6. 6. 6. 6. AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture 7.Construction7.Construction7.Construction7.Construction 8888. . . . Net servicesNet servicesNet servicesNet services
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9.ICT9.ICT9.ICT9.ICT 10. 10. 10. 10. Augmented lifeAugmented lifeAugmented lifeAugmented life 11. 11. 11. 11. ElectronicsElectronicsElectronicsElectronics



有望成長市場：1. エネルギー/2. 医療･健康
1. 1. 1. 1. エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー 太陽光発電・太陽電太陽光発電・太陽電太陽光発電・太陽電太陽光発電・太陽電池・人工光合成池・人工光合成池・人工光合成池・人工光合成 風力発電風力発電風力発電風力発電 太陽熱発電太陽熱発電太陽熱発電太陽熱発電 地熱発電地熱発電地熱発電地熱発電 バイオマス発電バイオマス発電バイオマス発電バイオマス発電海洋エネルギー発電海洋エネルギー発電海洋エネルギー発電海洋エネルギー発電 シェールガスシェールガスシェールガスシェールガス 藻類バイオ燃料藻類バイオ燃料藻類バイオ燃料藻類バイオ燃料 二次電池二次電池二次電池二次電池キャパシタキャパシタキャパシタキャパシタ 燃料電池燃料電池燃料電池燃料電池水素吸蔵材料水素吸蔵材料水素吸蔵材料水素吸蔵材料 核融合核融合核融合核融合 ワイヤレス給電ワイヤレス給電ワイヤレス給電ワイヤレス給電 エナジーハーベスエナジーハーベスエナジーハーベスエナジーハーベスティング・環境発電ティング・環境発電ティング・環境発電ティング・環境発電 エネルギー管理シスエネルギー管理シスエネルギー管理シスエネルギー管理システムテムテムテム（（（（HEMSHEMSHEMSHEMS・・・・BEMSBEMSBEMSBEMS・・・・FEMSFEMSFEMSFEMS・・・・CEMSCEMSCEMSCEMS））））スマートグリッドスマートグリッドスマートグリッドスマートグリッド 超伝導送電超伝導送電超伝導送電超伝導送電
2. 2. 2. 2. 医療・健康医療・健康医療・健康医療・健康 画像画像画像画像診断診断診断診断 再生医療・細胞治療・再生医療・細胞治療・再生医療・細胞治療・再生医療・細胞治療・ 不妊治療・体外授精・不妊治療・体外授精・不妊治療・体外授精・不妊治療・体外授精・ ゲノム医療・核酸・遺ゲノム医療・核酸・遺ゲノム医療・核酸・遺ゲノム医療・核酸・遺
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2. 2. 2. 2. 医療・健康医療・健康医療・健康医療・健康 画像画像画像画像診断診断診断診断生体生体生体生体イメージングイメージングイメージングイメージング 再生医療・細胞治療・再生医療・細胞治療・再生医療・細胞治療・再生医療・細胞治療・発生工学発生工学発生工学発生工学 不妊治療・体外授精・不妊治療・体外授精・不妊治療・体外授精・不妊治療・体外授精・生殖工学生殖工学生殖工学生殖工学 ゲノム医療・核酸・遺ゲノム医療・核酸・遺ゲノム医療・核酸・遺ゲノム医療・核酸・遺伝子治療（伝子治療（伝子治療（伝子治療（DNADNADNADNAワクチワクチワクチワクチンンンン,,,,RNAi,miRNARNAi,miRNARNAi,miRNARNAi,miRNA,,,,等）等）等）等） がん医療がん医療がん医療がん医療個別化医療・ポイント個別化医療・ポイント個別化医療・ポイント個別化医療・ポイントオブケア・診断薬オブケア・診断薬オブケア・診断薬オブケア・診断薬 中枢神経中枢神経中枢神経中枢神経変性変性変性変性疾患疾患疾患疾患の克服の克服の克服の克服 地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア地域包括ケア 予防医療・見守り予防医療・見守り予防医療・見守り予防医療・見守り 伝統医学・伝統薬物・伝統医学・伝統薬物・伝統医学・伝統薬物・伝統医学・伝統薬物・EBMEBMEBMEBM・統合医療・統合医療・統合医療・統合医療心臓循環器系心臓循環器系心臓循環器系心臓循環器系のののの医学医学医学医学薬学薬学薬学薬学 細胞培養・バイオリア細胞培養・バイオリア細胞培養・バイオリア細胞培養・バイオリアクタ・クタ・クタ・クタ・CPCCPCCPCCPC（（（（CellCellCellCellProcessing CenterProcessing CenterProcessing CenterProcessing Center）））） 遠隔医療遠隔医療遠隔医療遠隔医療 先進医療機器先進医療機器先進医療機器先進医療機器 五感・感覚器官五感・感覚器官五感・感覚器官五感・感覚器官のののの健康健康健康健康と医療と医療と医療と医療バイオインフォマティバイオインフォマティバイオインフォマティバイオインフォマティクスクスクスクス inSilicoinSilicoinSilicoinSilico創薬・スパコン創薬・スパコン創薬・スパコン創薬・スパコン創薬・機能分子設計創薬・機能分子設計創薬・機能分子設計創薬・機能分子設計 ＤＤＳ創ＤＤＳ創ＤＤＳ創ＤＤＳ創薬薬薬薬分子分子分子分子ターゲティングターゲティングターゲティングターゲティング ワクチンワクチンワクチンワクチンとととと自然自然自然自然免疫制御免疫制御免疫制御免疫制御 ロコモーティブ症候ロコモーティブ症候ロコモーティブ症候ロコモーティブ症候群・関節疾患群・関節疾患群・関節疾患群・関節疾患バイオマーカバイオマーカバイオマーカバイオマーカ メンタルヘルスケアメンタルヘルスケアメンタルヘルスケアメンタルヘルスケア 手術手術手術手術ロボットロボットロボットロボット手術手術手術手術支援システム支援システム支援システム支援システム ３Ｄ３Ｄ３Ｄ３Ｄプリンタープリンタープリンタープリンター医学医学医学医学応用応用応用応用 インプラント（人工心インプラント（人工心インプラント（人工心インプラント（人工心臓・人工関節・埋込臓・人工関節・埋込臓・人工関節・埋込臓・人工関節・埋込チップ等）チップ等）チップ等）チップ等）インテリジェント義インテリジェント義インテリジェント義インテリジェント義肢・サイバネティック肢・サイバネティック肢・サイバネティック肢・サイバネティックボディボディボディボディ 進化分子工学・コンビ進化分子工学・コンビ進化分子工学・コンビ進化分子工学・コンビナトリアルバイオエンナトリアルバイオエンナトリアルバイオエンナトリアルバイオエンジニアリングジニアリングジニアリングジニアリング 抗菌性抗菌性抗菌性抗菌性金属金属金属金属生体生体生体生体親和性金属親和性金属親和性金属親和性金属



有望成長市場：3.モビリティ/4.航空宇宙･海洋開発/5.食糧･水･土壌･資源高度運転高度運転高度運転高度運転支援支援支援支援自動自動自動自動運転運転運転運転 交通事故防止交通事故防止交通事故防止交通事故防止 超小型超小型超小型超小型モビリティモビリティモビリティモビリティパーソナルモビリティパーソナルモビリティパーソナルモビリティパーソナルモビリティ 燃料電池車燃料電池車燃料電池車燃料電池車 ハイブリッド車ハイブリッド車ハイブリッド車ハイブリッド車電気電気電気電気自動車自動車自動車自動車水素水素水素水素自動車自動車自動車自動車（（（（燃料電池車燃料電池車燃料電池車燃料電池車含まず）含まず）含まず）含まず） 軽量化設計車軽量化設計車軽量化設計車軽量化設計車 低燃費車低燃費車低燃費車低燃費車 福祉福祉福祉福祉車両車両車両車両バリアフリー車バリアフリー車バリアフリー車バリアフリー車 ITSITSITSITSスポットスポットスポットスポットととととモバイルモバイルモバイルモバイル通信の協調通信の協調通信の協調通信の協調車載電子機器車載電子機器車載電子機器車載電子機器車載車載車載車載コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ 報知・信号報知・信号報知・信号報知・信号情情情情報報報報 大規模災害時大規模災害時大規模災害時大規模災害時のののの広広広広域域域域輸輸輸輸送送送送網網網網 交通交通交通交通渋滞へ渋滞へ渋滞へ渋滞へのののの挑戦挑戦挑戦挑戦高高高高速速速速道路道路道路道路サグサグサグサグ部部部部の交通の交通の交通の交通円滑円滑円滑円滑化化化化 ヒヒヒヒューマンマシンューマンマシンューマンマシンューマンマシンインターフェースインターフェースインターフェースインターフェース海洋海洋海洋海洋資源資源資源資源開開開開発発発発深深深深海海海海探査探査探査探査 リモートリモートリモートリモートセセセセンシングンシングンシングンシング ＧＰＧＰＧＰＧＰＳＳＳＳ衛星測位衛星測位衛星測位衛星測位システムシステムシステムシステム ロケットロケットロケットロケット宇宙宇宙宇宙宇宙航行航行航行航行システムシステムシステムシステム 有有有有人人人人宇宙探査宇宙探査宇宙探査宇宙探査・ス・ス・ス・スペペペペーーーースコロニー・ススコロニー・ススコロニー・ススコロニー・スペペペペースースースースラボラボラボラボススススペペペペースコマースースコマースースコマースースコマース ススススペペペペースデブリースデブリースデブリースデブリ除去宇除去宇除去宇除去宇 気気気気象象象象予予予予測測測測 ロボットロボットロボットロボット飛翔飛翔飛翔飛翔体体体体

3. 3. 3. 3. モビリティモビリティモビリティモビリティ

4444. . . . 航空宇宙･海洋開発航空宇宙･海洋開発航空宇宙･海洋開発航空宇宙･海洋開発
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ススススペペペペースコマースースコマースースコマースースコマース（（（（宇宙宇宙宇宙宇宙のののの商商商商用用用用利利利利用）用）用）用） ススススペペペペースデブリースデブリースデブリースデブリ除去宇除去宇除去宇除去宇宙宙宙宙環境環境環境環境問題問題問題問題 地地地地球圏球圏球圏球圏外外外外資源開資源開資源開資源開発発発発 気気気気象象象象予予予予測測測測潮流潮流潮流潮流潮位潮位潮位潮位予予予予測測測測 ロボットロボットロボットロボット飛翔飛翔飛翔飛翔体体体体ドローンドローンドローンドローン小型中型小型中型小型中型小型中型旅客旅客旅客旅客機機機機
5.5.5.5.食糧･水･土壌･食糧･水･土壌･食糧･水･土壌･食糧･水･土壌･資源資源資源資源 放射放射放射放射能能能能除染除染除染除染 マイクロバブル・ナノバマイクロバブル・ナノバマイクロバブル・ナノバマイクロバブル・ナノバブル・ファインバブルブル・ファインバブルブル・ファインバブルブル・ファインバブル 食糧食糧食糧食糧ロスロスロスロス低低低低減減減減コンポスト化コンポスト化コンポスト化コンポスト化 淡淡淡淡水化・水水化・水水化・水水化・水処処処処理理理理 超超超超臨界臨界臨界臨界流流流流体体体体超超超超臨界臨界臨界臨界抽出抽出抽出抽出水運用水運用水運用水運用 水水水水質保全質保全質保全質保全・・・・重重重重金属金属金属金属除去除去除去除去 土壌土壌土壌土壌環境環境環境環境保全保全保全保全有害有害有害有害物物物物質除去質除去質除去質除去 排排排排ガスガスガスガス浄浄浄浄化・化・化・化・大大大大気気気気浄浄浄浄化化化化 ＣＣＣＣＣＣＣＣＳ（Ｓ（Ｓ（Ｓ（ＣＯ２ＣＯ２ＣＯ２ＣＯ２の分の分の分の分離離離離・・・・回収、回収、回収、回収、地地地地下下下下・海・海・海・海底底底底貯留貯留貯留貯留））））リンリサイクルリンリサイクルリンリサイクルリンリサイクル レアメタルレアメタルレアメタルレアメタルレアアースレアアースレアアースレアアース 単一分子計測・極微量分単一分子計測・極微量分単一分子計測・極微量分単一分子計測・極微量分析・次世代シーケンサ析・次世代シーケンサ析・次世代シーケンサ析・次世代シーケンサ



有望成長市場：6.農業･食品工業/7.建築･土木/8.ネット･サービス食食食食のののの安全安全安全安全・・・・評価評価評価評価トレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティ ブランドブランドブランドブランド作作作作物物物物 加加加加工工工工食品食品食品食品 機能性機能性機能性機能性食品食品食品食品 醸造醸造醸造醸造・発・発・発・発酵食品酵食品酵食品酵食品植植植植物工物工物工物工場場場場・・・・施施施施設設設設園芸園芸園芸園芸 スマートアグリスマートアグリスマートアグリスマートアグリ 節水節水節水節水農業農業農業農業 地域地域地域地域にににに支支支支えられた農業えられた農業えられた農業えられた農業（（（（CSACSACSACSA）））） 魚魚魚魚類養殖類養殖類養殖類養殖気候変動と環境変気候変動と環境変気候変動と環境変気候変動と環境変異に異に異に異に耐える農業耐える農業耐える農業耐える農業 低低低低農農農農薬・薬・薬・薬・無農無農無農無農薬薬薬薬農業農業農業農業とととと昆虫昆虫昆虫昆虫化学化学化学化学 土壌土壌土壌土壌微微微微生物生物生物生物土壌土壌土壌土壌生生生生態態態態系系系系 海洋生物海洋生物海洋生物海洋生物資源資源資源資源・海洋生・海洋生・海洋生・海洋生態態態態系（藻系（藻系（藻系（藻場場場場・・・・珊瑚礁珊瑚礁珊瑚礁珊瑚礁等）等）等）等） 天天天天然物化学・高分子合然物化学・高分子合然物化学・高分子合然物化学・高分子合成・高分子分成・高分子分成・高分子分成・高分子分析析析析化学化学化学化学農農農農薬薬薬薬生物生物生物生物農農農農薬薬薬薬地地地地震対策震対策震対策震対策 護岸護岸護岸護岸・防・防・防・防波波波波・防・防・防・防潮潮潮潮 ランドスケープランドスケープランドスケープランドスケープ景観景観景観景観工学工学工学工学 壁面緑壁面緑壁面緑壁面緑化・化・化・化・屋上屋上屋上屋上緑緑緑緑化化化化ビルビルビルビル緑緑緑緑化化化化 地地地地下下下下大空間大空間大空間大空間地地地地下下下下構造構造構造構造物物物物

6. 6. 6. 6. 農業･食品工業農業･食品工業農業･食品工業農業･食品工業

7. 7. 7. 7. 建築･建築･建築･建築･土木土木土木土木
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景観景観景観景観工学工学工学工学 ビルビルビルビル緑緑緑緑化化化化 地地地地下下下下構造構造構造構造物物物物複複複複合材料合材料合材料合材料 インフラインフラインフラインフラ監視監視監視監視システムシステムシステムシステム スマートシティスマートシティスマートシティスマートシティ ゼゼゼゼロエネルギービルロエネルギービルロエネルギービルロエネルギービル スマートハスマートハスマートハスマートハウウウウスススス次次次次世代世代世代世代超高超高超高超高層層層層ビルビルビルビル 中・中・中・中・大規模木造建築大規模木造建築大規模木造建築大規模木造建築 BIMBIMBIMBIM&&&&CIMCIMCIMCIMビッグデータビッグデータビッグデータビッグデータデータマイニングデータマイニングデータマイニングデータマイニング ビジネスソリューシビジネスソリューシビジネスソリューシビジネスソリューショョョョン（ン（ン（ン（ERPERPERPERP・・・・CRMCRMCRMCRM・・・・SCMSCMSCMSCM・・・・PPPPLLLLMMMM等）等）等）等） ライフログライフログライフログライフログ アドテクノロジーアドテクノロジーアドテクノロジーアドテクノロジー ゲーゲーゲーゲーミミミミフィケーシフィケーシフィケーシフィケーショョョョンンンンソーシャルテレビソーシャルテレビソーシャルテレビソーシャルテレビ コンテンコンテンコンテンコンテンツツツツ制制制制作作作作コンテンコンテンコンテンコンテンツツツツ配配配配信信信信 位置情位置情位置情位置情報サービス報サービス報サービス報サービス ココココミミミミュニケーシュニケーシュニケーシュニケーショョョョンンンンロボットロボットロボットロボット マイクロマイクロマイクロマイクロペペペペイメントイメントイメントイメントクラクラクラクラウウウウドドドドフフフファァァァンディングンディングンディングンディング 市場市場市場市場予予予予測測測測・・・・未来未来未来未来予予予予測測測測 防防防防災災災災・・・・災害時災害時災害時災害時通信通信通信通信ネットワークネットワークネットワークネットワーク
8888. . . . ネット･ネット･ネット･ネット･サービスサービスサービスサービス



有望成長市場：9.情報通信/10.生活文化の拡張/11.エレクトロニクスワイヤレスワイヤレスワイヤレスワイヤレス給電給電給電給電（（（（家家家家電）電）電）電） ユユユユビキタスビキタスビキタスビキタス機器機器機器機器（（（（ウェアラブルデバイス）ウェアラブルデバイス）ウェアラブルデバイス）ウェアラブルデバイス） スマスマスマスマホ連携ホ連携ホ連携ホ連携カーナビカーナビカーナビカーナビ ＭＭＭＭEEEEＭＭＭＭＳ・マイクロマＳ・マイクロマＳ・マイクロマＳ・マイクロマシン・シン・シン・シン・組組組組込システム込システム込システム込システム 高性能コンピュータ高性能コンピュータ高性能コンピュータ高性能コンピュータデータデータデータデータセセセセンターンターンターンター 電電電電磁波磁波磁波磁波トラブルトラブルトラブルトラブル（（（（EMIEMIEMIEMI・・・・EMSEMSEMSEMS・・・・EMCEMCEMCEMC）））） 地地地地球球球球環境変環境変環境変環境変異：異：異：異：太陽フ太陽フ太陽フ太陽フレア・電レア・電レア・電レア・電離層離層離層離層プラプラプラプラズズズズママママのののの観測観測観測観測 機機機機械械械械学学学学習習習習・・・・深層深層深層深層学学学学習習習習（（（（DDDDeep Leareep Leareep Leareep Learninninninningggg）））） 情情情情報報報報芸芸芸芸術術術術科科科科学学学学とととと芸芸芸芸術の融合術の融合術の融合術の融合国際会議国際会議国際会議国際会議・・・・展示会展示会展示会展示会のコのコのコのコンベンシンベンシンベンシンベンショョョョン・テクノン・テクノン・テクノン・テクノロジーロジーロジーロジー MMMMaaaacccchhhhininininetetetetoMoMoMoMaaaacccchhhhinininineeee（（（（Ｍ２ＭＭ２ＭＭ２ＭＭ２Ｍ）））） 無線無線無線無線通信インフラ通信インフラ通信インフラ通信インフラ WWWWiiiiFFFFiiii・・・・PANPANPANPAN BANBANBANBAN（（（（BodyAreaNetworkBodyAreaNetworkBodyAreaNetworkBodyAreaNetwork））））人人人人体体体体通信通信通信通信近距離無線近距離無線近距離無線近距離無線通信通信通信通信((((NNNNFFFFCCCC)))) ストレージシステムストレージシステムストレージシステムストレージシステム 量子コンピューター・量子コンピューター・量子コンピューター・量子コンピューター・量子通信量子通信量子通信量子通信 ナノ光学・プラナノ光学・プラナノ光学・プラナノ光学・プラズズズズモニモニモニモニクス・クス・クス・クス・近接場近接場近接場近接場光・エバ光・エバ光・エバ光・エバネッネッネッネッセセセセントントントント波波波波 テラヘルテラヘルテラヘルテラヘルツ波ツ波ツ波ツ波暗暗暗暗号化・号化・号化・号化・秘密鍵秘密鍵秘密鍵秘密鍵・電子・電子・電子・電子透かし透かし透かし透かし 個人個人個人個人識識識識別・生体別・生体別・生体別・生体認証認証認証認証海洋海洋海洋海洋資源資源資源資源開開開開発発発発 ＧＰＧＰＧＰＧＰＳＳＳＳ ロケットロケットロケットロケット 有有有有人人人人宇宙探査宇宙探査宇宙探査宇宙探査・ス・ス・ス・スペペペペーーーー

9.9.9.9.情報通信情報通信情報通信情報通信

10. 10. 10. 10. 生活文化の生活文化の生活文化の生活文化の拡張拡張拡張拡張
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海洋海洋海洋海洋資源資源資源資源開開開開発発発発深深深深海海海海探査探査探査探査 リモートリモートリモートリモートセセセセンシングンシングンシングンシング ＧＰＧＰＧＰＧＰＳＳＳＳ衛星測位衛星測位衛星測位衛星測位システムシステムシステムシステム ロケットロケットロケットロケット宇宙宇宙宇宙宇宙航行航行航行航行システムシステムシステムシステム 有有有有人人人人宇宙探査宇宙探査宇宙探査宇宙探査・ス・ス・ス・スペペペペーーーースコロニー・ススコロニー・ススコロニー・ススコロニー・スペペペペースースースースラボラボラボラボススススペペペペースコマースースコマースースコマースースコマース（（（（宇宙宇宙宇宙宇宙のののの商商商商用用用用利利利利用）用）用）用） ススススペペペペースデブリースデブリースデブリースデブリ除去宇除去宇除去宇除去宇宙宙宙宙環境環境環境環境問題問題問題問題 地地地地球圏球圏球圏球圏外外外外資源開資源開資源開資源開発発発発 気気気気象象象象予予予予測測測測潮流潮流潮流潮流潮位潮位潮位潮位予予予予測測測測 ロボットロボットロボットロボット飛翔飛翔飛翔飛翔体体体体ドローンドローンドローンドローン
放射放射放射放射能能能能除染除染除染除染 マイクロバブル・ナノバマイクロバブル・ナノバマイクロバブル・ナノバマイクロバブル・ナノバブル・ファインバブルブル・ファインバブルブル・ファインバブルブル・ファインバブル 食糧食糧食糧食糧ロスロスロスロス低低低低減減減減コンポスト化コンポスト化コンポスト化コンポスト化 淡淡淡淡水化・水水化・水水化・水水化・水処処処処理理理理 超超超超臨界臨界臨界臨界流流流流体体体体超超超超臨界臨界臨界臨界抽出抽出抽出抽出水運用水運用水運用水運用 水水水水質保全質保全質保全質保全・・・・重重重重金属金属金属金属除去除去除去除去 土壌土壌土壌土壌環境環境環境環境保全保全保全保全有害有害有害有害物物物物質除去質除去質除去質除去 排排排排ガスガスガスガス浄浄浄浄化・化・化・化・大大大大気気気気浄浄浄浄化化化化 ＣＣＣＣＣＣＣＣＳ（Ｓ（Ｓ（Ｓ（ＣＯ２ＣＯ２ＣＯ２ＣＯ２の分の分の分の分離離離離・・・・回収、回収、回収、回収、地地地地下下下下・海・海・海・海底底底底貯留貯留貯留貯留））））

10. 10. 10. 10. 生活文化の生活文化の生活文化の生活文化の拡張拡張拡張拡張

11. 11. 11. 11. エレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクス



Our clients (part)Our clients (part)Our clients (part)Our clients (part)
We have been helping more than 100 major companies.
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We’re looking 

forward to working forward to working 

with you.

Thank you!!


