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センサは外界の情報をとらえる計測の手段として、人間や動物が外界を認識しその
行動基準となる感覚器官の機能を代替するものであります。外界の情報をどのように
電子情報として変換して、どのように用いるか、その機能を専門化・高度化すること
により技術的な進歩が図られてきました。私たちは日常生活から生産活動等にいたる
広範囲な営みの中で、センサを通して環境や生産対象に関する情報を獲得するととも
に、多くの行動がその情報に依存してきています。近年、大きな流れとしてセンサが
世の中のあらゆる“モノ”に装着され、インターネットにつながる“Internet of Things”
（以下：IoT）が発展しつつあり、膨大な利用データ（ビックデータ）の収集・解析
を通じ、生産活動の改善・効率化や新たな製品・サービス創出へと繋がることが期待
されています。また、１兆個のセンサを活用し、地球規模で社会的課題の解決を目指
す“トリリオンセンサ”も提唱されています。
このような世界的なイノベーションの流れの中で中国地域における利活用方策、地域

特性を踏まえたデバイス開発等を検討するため本調査が実施される運びとなりまし
た。本調査では、主に文献調査をもとにセンサの概要、多種多様なセンサ原理の紹介
から始め、現在の中国地域におけるセンサ関連の利活用・研究開発等の状況を把握す
るために域内研究者・企業へのアンケート・ヒアリング調査を実施しました。さらに、
中国地域において展開可能性のある先進事例に関する訪問調査、センサに関して技術
的、経済・経営学的観点から造詣の深い学識者・企業人に対するヒアリング調査も実
施しています。
本調査においては、地域における多くの企業がセンサの利活用に興味がある一方で、
「どこから手をつけていいかが分からない」という状況も見受けられました。また、
人材育成等の面においては異分野の研究者・技術者との関わり合いが密接にできる環
境の必要性と、従来に増して工学としての体系化や全体像を見渡せる視点の涵養が望
まれている状況がうかがえました。
このような点を含め、限られた資源（予算・時間・労力）の下ではありましたが、
網羅的な調査に加え、委員会等で活発な議論を行い、IoT/トリリオンセンサ時代を迎
えた地域におけるセンサ利活用の状況、また利活用進展に向けた支援・課題等に関連
して示唆に富む報告書が完成したのではないかと考えております。

本報告書が、中国地域の企業・行政の皆様にとりまして、センシングの多様性・可
能性および今後の地域における展開の方向性等に関する理解促進や、センサに関連し
た今後の事業・支援活動の参考となれば幸いです。
最後に、本調査においては、産学官の有識者で構成する委員会でご審議いただき、
また調査機関として、一般財団法人岡山経済研究所のご協力を頂くとともに、公益財
団法人ちゅうごく産業創造センターに多大な尽力を頂き、取り纏めることができまし
た。全国・中国地域の企業・行政・学識者に対して実施したヒアリング調査等は本調
査の根幹をなしています。これらの調査にご協力いただいた関係各位に厚く感謝いた
します。
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要約版

センサを巡る市場・技術動向と今後の地域展開に関する調査〔要約〕
１．調査の目的と報告書の構成
調査の目的
センサは、画像、位置、温度、振動等、様々なモノの内外の状態を把握するためのデバイスの一
部であるが、世の中のあらゆる“モノ”にセンサが装着され、インターネットにつながる“Internet
of Things”（以下：IoT）の進展に伴い、従来インターネットに接続されていなかった分野の機器・
装置に接続され、膨大な利用データ（ビックデータ）の収集・解析を通じ、製造プロセスの改善・
効率化や新たな製品・サービス創出へと繋がることが期待されている。
このようなセンサに関しては世界全体の約半数のシェアを我が国が確保しているとともに、今後
の市場規模も大幅に拡大することが見込まれている。一方、我が国は、センサ部品は得意であるも
のの、サービス・製品開発では十分に強みを発揮できていなという指摘もある。
以上のような点を踏まえ、全国・中国地域におけるセンサの市場・技術動向を把握するとともに、
今後、中国地域において成長が期待される産業分野や社会的課題に対するアプリケーションの可能
性、そのための課題抽出等を行う。さらに、今後の地域展開のための支援策等に関する整理を行う。
報告書の構成と調査フロー
１．調査の目的
２．センサの種類と概要
○センサとは ○センシングシステム

○センサの検出対象

○センサの種類

３．センサの市場・技術動向
○主なセンサ用途 ○センサの市場動向

○センサの技術動向

４．センサに関する主なプレイヤ（産学官）
○センサ製造企業 ○大学・研究機関

○行政機関・推進組織

５．全国のセンサ関連の取組状況（他地域事例調査）
○他地域事例調査の概要 ○他地域事例調査の結果

○他地域事例調査の結果まとめ

６．アンケート調査による中国地域におけるセンサ関連の取組状況
○研究者・研究機関アンケート調査

○製造業アンケート調査

○建設業アンケート調査

７．ヒアリング調査による中国地域におけるセンサ関連の取組状況
○中国地域ヒアリング調査の概要

○中国地域ヒアリング調査の結果

○結果まとめ

８．IoT/トリリオンセンサ時代のセンシングと地域力向上に向けて
○センサを取巻く環境（アンケート・ヒアリング調査をもとに）
○中国地域におけるセンサ利活用に関する取組みの方向性 ○各取組みの方向性における個別施策

２．センサの種類と概要
（１）センサとは
○センサの定義（報告書

【本調査におけるセンサ】

P2 参照）

「あらゆる情報およびエネルギー
変化を物理的、化学的、生物学的手段
を用いて検出する（一般的に電気信
号）もの」
また、「検出素子、デバイス」その

検出対象

出力情報

あらゆる
情報およ
びエネル
ギー変化

化学的
手段

センサ

物理的
手段

一般的に
は電気信
号として
利用する

生物学的手段

ものだけで使用することは少なく、
それを必要な検出機構と組合せた「センサ機構、センサモジュール」さらにセンサ情報処理を含めた「セ
ンシングシステム、装置」として用いられている。
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○センサの検出対象（報告書

センサの検出対象とし
ての外界情報は“物理的
情報" と“化学的情報"
に大別され、これらの各
種物理効果、化学効果を
利用することで、センサ
は各種情報を電気信号に
変換する。

【センサ信号の分類】

P5 参照）

検 出 信 号
①光・放射線(radiant signal)
②機械量
(mechanical signal)

物理的
情報

③熱(thermal signal)
④電気(electrical signal)
⑤磁気(thermal signal)

化学的
情報

（２）センサの種類
○センサの種類と五感（報告書

⑥化学(chemical signal)

P7 参照）

【人間の感覚とセンサデバイス】

センサ（sensor）はよく、生
体の五感（「視覚」、
「聴覚」、
「触

器官

覚」、
「臭覚」、
「味覚」
：sense）

目

視覚

に例えられる。その場合、生体

感

覚

物を見る
光を感じる
音を聞く
振動を感じる

センサデバイス
光度センサ
（赤外線センサ、光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ・CCD）
圧力センサ・ﾏｲｸﾛﾎﾝ
ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞ（ひずみセンサ）

耳

聴覚

理を行って、筋肉に指令を伝え

鼻

嗅覚

臭いをかぐ

ｶﾞｽセンサ・湿度センサ

る構成を電子システムにおけ

舌

味覚

味を感じる

味覚センサ

皮膚

触覚

温度を感じる
圧力を感じる

温度センサ・圧力センサ
湿度センサ・変位センサ

がその信号を脳に送り、信号処

る「センサ」、
「マイクロ・コン
ピュータ」、
「アクチュエータ」

検
出
量
照度、波長、偏光、反射、透過
力、圧力、トルク、真空度、流量、堆積、厚
さ、質量、レベル、位置、変位、速度、加速
度、傾き、粗さ、音波の波長と振幅
温度、熱量、比熱、エントロピー、熱流
電圧、電流、電荷、抵抗、インダクタンス、
容量、誘電率、静電分極、周波数、パルス幅
磁界、磁束、モーメント、磁化、透磁率
成分、濃度、反応速度、毒性、酸化還元ポテ
ンシャル、pH

動

作

に擬せられる。
○検出対象（測定原理）による分類（報告書 P8 参照）
区 分
センサ種類
主な測定原理
光度センサ
光起電力効果、光導電効果
温度センサ
熱電効果(ゼーベック効果)、電気抵抗変化
圧電効果（ピエゾ効果）
、圧抵抗効果（ピエゾ抵抗効果）
、
圧力センサ
静電容量変化
圧電効果(ピエゾ効果)、圧抵抗効果（ピエゾ抵抗効果）
、
物理
慣性力センサ
熱伝導式、磁気抵抗効果、ホール効果、電磁誘導則、ドプラ
センサ
ー効果、静電容量効果
機械式、静電容量変化、磁気抵抗効果、ホール効果、電磁誘
位置センサ
導則、電気抵抗変化、光量変化
磁界センサ
磁気抵抗効果、ホール効果、電磁誘導則
音・超音波センサ
静電容量変化
化学センサ 化学・バイオセンサ
電気抵抗変化、光電効果
その他
その他のセンサ
放射線、複合

報告書
P12
P17
P21
P24
P28
P32
P36
P39
P45

３．センサの市場・技術動向
（１）センサの市場動向
○センサを取巻く環境（報告書

P47 参照）

【Abundance（潤沢な世界）の実現】

１兆個を上回るセンサを活用し社会に膨大なセンサネットワ一
クを張り巡らせることにより、すべての人にとっての、
「飢えの解
消」、「医療・ヘルスケアの享受」、「汚染の除去」、「クリーンエネ
ルギー」の確立など地球規模の課題が解決され、ほぼ 20 年後（2040
年頃）には「Abundance（潤沢な世界）」が実現するという Trillion
Sensors Universe 構想が提唱されている。
○センサの世界需要の見通し（報告書 P73 参照）
センサの世界需要数は 2014（平成 26）年の 535 億個から 2020
（平成 32）年に 913 億個、2025（平成 37）年には 1,522 億個に達
し、年平均 10％の増加が見込まれている。
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出典：Janusz Bryzek（2014）"Need for Trillion
Sensors Roadmap”

【金額】

【数量】
億個

兆円

10

8

その他のセンサ

5.2

5

0.6

2.8

3

0.3
0.6

1

2.9

温度センサ

20

400

圧力センサ

414

167

200

光学センサ

温度センサ

329

532

年

25

化学センサ
慣性力センサ

600

位置センサ

281

174
86

131

215

2014

20

25

0

2014

616

800

位置センサ

1.7

1.1

0

913

圧力センサ

1.7

2

音・超音波センサ
磁界センサ

1,000

化学センサ
慣性力センサ

3.1

4

その他のセンサ

年平均
10％増

1,200

磁界センサ

1.2

6

1,400

音・超音波センサ

年平均
11％増

7

1,522

1,600

9.0

9

光学センサ
年

資料：
（一財）電子情報技術産業協会（2015）「注目分野に関する動向調査 2015」

（２）センサの技術動向
○基本的な技術トレンド（報告書

P78 参照）

近年の技術トレンドとしては「小型化」、「低価格化」、
「低消費電力化」等が挙げられる。

○MEMS（報告書 P82 参照）
半導体製造技術を応用した微細 加工技術
によって作られる超小型の電子機械

【センサの小型化・低価格化・低消費電力化】
2000 年

2010 年

将来
（2020 年頃）

大きさ

10mm2

2～4mm2

1～2mm2

販売価格

$3 以上

$0.70

$0.50

消費電力

0.1mW

0.05mW

0.05mW 未満
資料：NEDO 発表資料

資料：Yole Développement 資料をもとに作成

４．センサに関する主なプレイヤ（産学官）
（１）中国地域の主な企業（報告書

P95 参照）
イナバゴム

日本マイクロ
システム
日本電子精機

日本セラミック

ニッポー

サンエー

ミヨシ電子

フェニテックセミコンダクター

シマネ益田電子
アンテック
シャープ

新川センサテクノロジ

ＥＲＤ
内山工業

甲神電機
ミツトヨ
東洋鋼鈑

山陽電子工業
シャープタカヤ電子工業

資料：各社ホームページより作成（黄色は中国地域ヒアリング調査先）

（２）中国地域の主な大学研究者（報告書
ａ．岡山大学

【研究内容イメージ】

P106 参照）

大学院自然科学研究科（生命医用工学専攻）

教授

塚田

啓二

①生体磁気計測の研究〔SQUID〕
、②非破壊検査システムの開発〔MR センサ〕
、
③ガスセンサシステムの開発〔FET ガスセンサ〕、
④テラヘルツを用いたバイオセンシング（光導電アンテナ）
などの幅広い分野に渡った研究開発を行っている。
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資料：中小機構

ホームページ

ｂ．広島大学 大学院工学研究科
教授 藤本 由紀夫、准教授

機械システム・応用力学部門
新宅 英司
【き裂の危険度診断センサ】【シート型変動重荷センサ】

船舶、航空機、自動車などの輸送機器、環境機器や各
種生産設備など、各種構造物を対象として、安全性の評
価・維持・管理に関する研究を実施。センサ関連では自
己完結型・小型応力センサ、き裂の危険度診断センサな
どの構造モニタリングセンサや構造部材や人体などの
変形を計測する曲げセンサの開発に取組んでいる。

資料：広島大学 ホームページ

資料：計測サポート
ホームページ

５．全国のセンサ関連の取組状況（他地域事例調査）
センサ業界の動向、IoT/トリリオンセンサ時代におけるセンサの捉え方、地域におけるセンサ関連の研
究開発等を把握するため、 “産学公”に対し、ヒアリングを実施（報告書 P113 参照）
。
訪 問 先
ヒ ア リ ン グ の ポ イ ン ト

NPO サーキット
ネットワーク
理事 梶田 栄
〔東京都千代田区〕

インテリジェント
センサーテクノロジー
産

〔神奈川県厚木市〕

NK アグリ
〔和歌山県和歌山市〕

神戸大学
大学院
経営学研究科
三品教授
〔兵庫県神戸市〕

学

兵庫県立大学
大学院
工学研究科
前中教授
〔兵庫県姫路市〕

産業技術総合研究所
トリリオンセンサ
研究グループ
寺崎グループ長
〔佐賀県鳥栖市〕

○日本のセンサメーカの強みは垂直統合メーカの存在による技術レベル
全般の高さ。弱みはデバイス開発・利活用における発想力の乏しさ
○特定エリアにセンサを多数設置し、生物・環境メカニズム等を解明しつ
つ、地域独自の科学的な農作物の栽培、魚介類の養殖を行うことは有益
○「ナノ系装置」、「ミニマルファブ施設」の設置補助およびサポート人
材の養成により地域におけるナノテクノロジーの蓄積・事業化を期待
○九州大学 都甲教授との共同研究により、世界で初めての味認識装置を
開発。“味”の世界標準化を目指す
○地域の特性を生かした地域間の差別化促進を期待
○学との連携は、技術ではなく人で相手を選び、企業が主導となりマーケ
ットインの視点で開発することが大切
○センサデータの利活用により「地域単位」ではなく、「品目を軸にした
広域連携」により新たなバリューチェインの構築を目指す
○農業分野におけるセンサデバイス（機器）に関する最大のネックはコスト
○イメージセンサによる植物の発芽率を面的に把握するような技術等の
進展に期待
○今後、デジタルデータを集めたビッグデータが競争の源泉に。同時に、
ボトルネックである「センサー」がビジネスチャンスともなる
○価値はセンサーデバイスではなく、センサーから得られるデータに存在
○地域版「センサーネット」が構築され、地域のデバイスメーカが参画す
れば地域の強みとなる
○日本企業の弱みは“B to C 分野対応”と“完璧主義”。 “素早く”、“ダ
イレクト”、“オープン”にアクセスするという考えも併用すべき
○体内埋込型センサおよびインフラ管理向けセンサ。耐久性（「100 年セ
ンサ」）が重要な要素となってくる
○講習会等の啓蒙を行いながら、企業の“敷居を下げていく”ことは重要。
MEMS 装置を有する機関を中心に関西、中四国エリアでの連携については
検討の価値あり
○トリリオンセンサの切口は「価値の分布」を診ること。『「価値」分布
の可視化』→『「価値」判断』→『行動』のサイクルの中で、無意識な
損失の無い「潤沢な社会」の実現を目指す
○日本の弱みは企業の投資マインド、エコシステム、バリューチェインの
構築、標準化への取組み。強みは誰も採れないデータを採れるセンサを
開発できる技術、画像計測技術など
○九州地域は多くのデバイスメーカ、大学・研究機関、有望アプリケーシ
ョンが立地しており、トリリオンセンサの集積地として期待
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訪

問

先

ヒ ア リ ン グ の ポ イ ン ト

マイクロマシンセンター
〔東京都千代田区〕

公
大阪産業技術研究所
〔大阪府和泉市〕

○MEMS 市場の拡大とともに、日本メーカの技術力向上、海外企業の買収等に
よるシェアの高まりを期待
○RIMS（道路モニタリングシステム）ではリアルタイムかつ一元的な道路
インフラの維持・管理システムの効率的な開発を目指す
○2011 年 MNOIC(ﾏｲｸﾛﾅﾉ･ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ)を開設｡ﾌｧﾝﾄﾞﾘｰ企業には対応
できないニーズにも対応。講習会等も開催し、地域 MEMS 人材育成にも寄与
○強みである薄膜材料技術を活用し、地元大学・中小企業による様々な特性・
種類のセンサの研究開発を支援
○IoT 時代のセンサには「薄く・軽く・小さく」に加え、電源の確保も求め
られる
○センシング技術に早くから注目し、「センシング技術応用研究会」を発足

６．アンケート調査による中国地域におけるセンサ関連の取組状況
中国地域におけるセンサ研究開発・利活用の現状、今後の展開、有望分野等を把握するため、「（１）
研究者・研究機関アンケート調査」
、
「（２）製造業アンケート調査」
、
「（３）建設業アンケート調査」の３
種類を行った。
区

分

対 象 数

回 答 数

回 答 率

（１）研究者・研究機関アンケート調査

1,118

197

17.6％

（２）製造業アンケート調査

1,392

157

11.3％

（３）建設業アンケート調査

246

34

13.8％

（１）研究者・研究機関アンケート調査（報告書 P163 参照）
【センサ関連の研究開発の有無】
【研究開発内容×具体的に求める機能・性能等】
9

自立電源技術8

センサ応用技術 7

いいえ・わか
らない
50.8%

はい
49.2%

センサ情報処理技術6

ネットワーク技術 5

MEMS技術 4
化学・
3
バイオセンサ技術

【共同研究の有無】

物理センサ技術2
センサ技術・ 1
プロセス技術

0
0

1
小
型
化

2
低
価
格
化

3
高
精
度
化

4
省
電
力
化

5測
定
範
囲
拡
大

6
認
識
・
分
析
機
能

7

※求める機能・性能の比率を丸の大きさで表示。60％以上の比率の項目
をピンクで塗り分け

・センサに関する研究開発を行っている研究者等は５割弱(左上図)
・研究開発分野は「センサ応用技術（アプリケーション、社会実装）
」が最も多い
・センサ関連の研究開発を行っている研究者の 2/3 が企業との共同研究を行っている(左下図)
・センサに求められる機能・性能に関しては「小型化」が共通して求められている(右図)
・センサ利活用の有望分野では、「医療・介護・ヘルスケア」が最も多く、次いで「農業」、「自動車・物
流・交通」となっている
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（２）製造業アンケート調査（報告書
【センサ使用等の有無】

P181 参照）
【センサ利活用の有望分野】

・自社でセンサを作製・製造、
または自社製品にセンサを
使用している企業は約半数
（左図）
・今後のセンサの数量は
74.3％が「増加する」
・センサに求める機能・性能、
課題では、「低価格化」が最
も多く、次いで「高精度化」、
「小型化」
・有望分野は「自動車・物流・
交通」、「工場等における産
業用機械」、「医療・介護・
ヘルスケア」（右図）

（３）建設業アンケート調査（報告書
【センサの新たな利用意向】

P196 参照）

【センサ利活用の有望分野】

・センサの新たな利用意向は
7.1％と低位（左図）
・効果的な支援策としては、
「情報提供」が最も多く、
次いで「人材育成」、「設備
投資支援」
・有望分野は、「社会インフ
ラの監視」が最も多く、次
いで「医療・介護・ヘルス
ケア」（右図）

７．ヒアリング調査による中国地域におけるセンサ関連の取組状況
中国地域におけるセンサ製造企業の動向、IoT/トリリオンセンサ時代におけるセンサの捉え方、地域に
おけるセンサ関連の研究開発等の取組みを把握するためヒアリング調査を実施（報告書 P205 参照）。
訪

問

先

新川センサテクノロジ
〔広島県東広島市〕

産
（
デ
バ
イ
ス
分
野
）

サンエー
〔広島県三次市〕

アンテック
〔岡山県瀬戸内市〕

ヒ ア リ ン グ の ポ イ ン ト
○回転機械状態監視システム、産業用応用センサが事業の柱。タービン監視
計器の分野においては国内トップシェア
○IoT 進展に伴い「①周辺機器（小型機器）への展開」、「②サービス事業
の拡充」の影響
○「高齢化、技能伝承の困難さを背景に、工場等の安全・安定操業のために」
相対的に重要度の低かった機器までセンシングの対象となる
○世界で初めて尿素水識別センサを開発。日本が世界に先駆けた環境規制お
よび日本発の世界標準となる。合せて積極的な特許戦略も展開
○技術の基準は「品質」・「コスト」・「技術応用」の３軸で考え、異分野
参入の際には自社の重点軸が類似する分野を目指すべき
○大企業の休眠特許の中小企業での活用を円滑に行うことにより、それぞれ
の強みを生かした効率的かつ成功確率の高い事業が可能に
○紫外線センサ技術を展開し、産業用用途を中心に火災等からの「安全性の
確保」と汎用品の「高付加価値化」の二方面からの用途開拓に努める
○ダイヤモンド半導体を用いた用途を検討中。極限環境における「高信頼性」、
電源等も含めた「長寿命化」を活かした用途とともに、センサを自ら設置
したデータビジネスも視野に入れる
○大手企業にはない機動力や特定の分野における強みを活かした産学連携が
新たな可能性に
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訪

問

先

シャープ IoT 通信事業本部
〔広島県東広島市〕

産
（
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
分
野
）

ヒロテック
〔広島県広島市〕

広島大学
大学院
工学研究科
藤本教授
〔広島県東広島市〕

福山大学
大学院
工学研究科
香川教授
〔広島県福山市〕

学
広島市立大学
情報科学研究科
式田教授
〔広島県広島市〕

広島工業大学
大学院
工学研究科
大谷教授
〔広島県広島市〕

鳥取県衛生環境研究所
〔鳥取県東伯郡〕

官

ヒ ア リ ン グ の ポ イ ン ト
○センサデバイス面では５Ｇや８Ｋの進展に合わせた小型化・高性能化、
さらに省電力化が求められる
○同社の強みは家庭に浸透した製品であり、これら製品から取得できたデ
ータの利活用、特に AI 技術がカギとなる
○実証実験の中から地域ニーズを発掘し、特徴的な製品・サービス等を全
国・世界に展開できれば、地域を拠点としたグローバル企業として地域
貢献が可能に
○金型と部品の両方の生産工場を備え、開発から量産までの一貫した生産
体制で製品等を供給。そのノウハウを活かし SIer としても展開
○センサデバイスに対しては「価格」と「精度」のトレードオフの解消、
インテリジェント化を期待
○新たな有望ニッチ市場には、市場規模が小さくてもセンサが供給される
よう、センサメーカに対し一定のインセンティブを与える仕組みづくり
も有効
○大学発ベンチャーとして起業し、センサメーカの既存製品より優れたセ
ンサの製造・販売も行う
○現在の力学センサは、力学的精度という点では不十分。人間の五感に追
いつくには未だ時間がかかる
○様々な種類のセンサを配置し、人工知能によるデータ解析により人間や
構造物等の状況・環境を明らかにしていくという方向性も一つの流れ
○通信インフラのバックアップ機能と広域的なセンシング機能の両方を
有する「土砂崩れ予測システム」の研究開発に学科全体で取組中
○IoT 時代のトレンドとして“さりげない”センシングが重要。一方で悪
用のリスクが高まる。将来の技術者である学生には倫理教育が重要
○有望分野は国土管理。中山間地域を資源の宝庫と捉え、センシングを地
域・産業振興へつなげることが重要
○MEMS 基盤技術（加工及び材料評価技術）を手始めにデバイスの高機能化、
医工連携による医療分野でのアプリケーションに取組む
○医工連携においては“性能”重視の工学部と“安全性”・“信頼性”重
視の医学部の価値観の違いを踏まえたうえで取組むことが不可欠
○地域の医療機関との連携強化に加え、自らの得意分野を活かした広域的
な取組みも求められる
○価値源泉がセンサデバイスからセンサデータにシフト。サービスが主体
となりそのためのデバイスの作製という時代に
○有望分野は検査装置。人手不足に加え、情報がクローズされており、開
拓の余地も多い
○課題解決型の人材育成の一環として企業の課題・ニーズを若手研究者・
学生の研究活動の中で取組む等の連携を期待
○新たな水質異常の検出方法として「①センサネットワークによる常時監
視」、「②ドローンによるリモートセンシング」に産学官連携にて取組む
○センサデバイス面では「小型化」、「集積化」、「低コスト化」、「省電
力化」等に期待。さらにデバイス着脱可能となればメンテナンスも容易に
○従来の研究所職員が行ってきた赤潮予測に対し、AI 活用による“形式知”
化に取組む

要約版
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８．IoT/トリリオンセンサ時代のセンシングと地域力向上に向けて
IoT/トリリオンセンサ時代のセンシングのまとめをもとに、中国地域でのセンサ利活用の進展と地域力
向上に向けた方向性を抽出し、取組施策を併記することにより結びとする（報告書 P264 参照）
。
（１）IoT/トリリオンセンサ時代のセンシング（まとめ）
①センサ市場・企業の動向

報告書

P265 参照

②IoT/トリリオンセンサ時代におけるセンシングの捉え方

報告書

P266 参照

③センサに関する日本の「強み」・
「弱み」

報告書

P271 参照

④センサ等に求められる機能・課題

報告書

P274 参照

⑤センサ利活用の有望分野

報告書

P277 参照

⑥産学連携

報告書

P280 参照

⑦人材

報告書

P281 参照

【IoT/トリリオンセンサ時代におけるセンシングの捉え方】
ａ．IoT/トリリオンセンサ時代のセンシングの特徴
(a)デバイスからデータへの価値シフト
～“ハードウェア”から“ソフトウェア”重視へ、
サービスソリューション指向へのシフト～

(b)探索的センシング手法の進展
～マッチング・シェアリングビジネスへの進展の可
能性～

(c)“さりげないセンシング”の重要化
～測定対象者・対象物に意識させない、影響を与え
ないセンシング～

ｂ．センサメーカ・アプリケーション側等の動向
(a)データ領域への事業拡大【センサメーカ】
(b) 新 た な 情 報 を 取 得 で き る セ ン サ の 開 発
【センサメーカ】
(c)情報量の多いセンサの存在感の高まり
【センサメーカ・アプリケーション】
(d)非接触・非侵襲センシング、環境発電等の進展
【センサメーカ・アプリケーション】

【センサ利活用の有望分野】
視
「
形
式
知
」
化

ｂ
．
「
暗
黙
知
」
の

点
ａ
．
人
手
不
足
対
応

ｃ．五感の
深化・拡張

分

野

（社会的課題/非
個人情報）

関連注目
ツール・技術

ヒアリングにおける
特徴的なセンサ

自動化、設備モニタリン
ロボット
グ、予知・予防保全、設備・
AR/VR
工場連携、技術伝承

振動センサ、画像センサ

農林水産業

科学的農業、ブランド化、 ロボット
６次産業化、作業軽減
ドローン

味覚センサ、水位センサ、
土壌センサ、
温度・湿度センサ

医療・ヘルスケア・
介護

快・不快、痛み・快感など
の感性評価、生体センシン
グ

（超）極限環境

環境メカニズムの解明、
環境学習、環境負荷低減
オゾン層の測定、宇宙空間
における紫外線発電、原子
力発電所の廃炉作業

ｳｴｱﾗﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ

遠隔医療
ﾊﾞｲｵﾐﾒﾃｨｸｽ
BMI、ロボット

ドローン
ロボット

カテーテル型呼吸センサ、
絆創膏型センサ、
体内埋込型センサ、
レーザ計測
尿素水識別センサ、
水質測定用センサ
ダイヤモンド半導体
（センサ）
紫外線センサ、レーザ計測、
水位センサ
応力発光、画像センサ、
振動・ひずみ・加速度センサ

防災・セキュリティ

災害予測、火災予防

社会インフラ

インフラモニタリング

自動車

自動運転、運転支援、安全
制御、衝撃検査

自動運転

変動加重センサ

宇宙・航空機、鉄道

特種用途、検査

－

MEMS 全般、地点検知センサ

スポーツ・アート

運動サポート、スポーツ動
作解析、インタラクティブ
サウンドアート

ｳｴｱﾗﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ

加速度センサ

ｅ．輸送・物流

ｆ．その他

途

製造業（工場）

環境
ｄ．公共領域

用
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（２）中国地域におけるセンサ利活用に関する取組みの方向性（報告書 P283 参照）
【センサ利活用の地域における展開方策】
デバイス

アプリケーション

〔方向性②〕
デバイス分野とアプリケ
ーション分野の交流促進

〔方向性③〕

〔方向性①〕
デバイス関連の研究開発
・事業展開の更なる深化

地域特性を活かしたアプ
リケーション開発

〔基盤〕地域における利活用に向けた地域基盤の底上げ

センサ利活用の地域における展開
【３つの方向性×取組施策】

時
区

分

取 組 施 策

短

期

（概ね 1～2 年
以内）

〔方向性①〕

３
つ
の
方

デ バ イ ス関 連
の研究開発・事
業 展 開 の更 な
る深化
〔方向性②〕

デ バ イ ス分 野
と ア プ リケ ー
シ ョ ン 分野 の
交流促進

向

〔方向性③〕

性

地 域 特 性を 活
か し た アプ リ
ケ ー シ ョン 開
発

基

盤

〔基盤整備〕

地 域 に おけ る
利 活 用 に向 け
た 地 域 基盤 の
底上げ

期

中心的な役割
産

中長期
（概ね 3 年
以上）

ﾃﾞﾊﾞｲｽ
ﾒｰｶ

官
ｱﾌﾟﾘｹｰ
ｼｮﾝ

学

（公設試・支
援機関を含
む）

a.新たなデバイス開発・標準
化の推進・支援

○

○

○

b.センサ情報の高度化・提供
機能の強化

○

○

○

○

○

a.デバイス分野とアプリケー
ション分野の交流の場の設
置
b.地域情報プラットフォーム
の創設

○

○

○

○

c.センサに関する支援・コー
ディネート機能の強化
a.地域実証試験プロジェクト
の推進

○

○

b.地域センサメーカにとって
好ましいアプリケーション
の開拓

○

○

a.センサ関連情報の積極的な
発信

○

○

b.センサ利活用のインセンテ
ィブの付与、社会システム
形成の促進

○

○

○

○

○

○

○

c.階層的な人材育成の実施

○

d.隣接地域との交流・広域連
携の推進

○
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○

○

○
○

○

○

○

〔方向性①〕デバイス関連の研究開発・事業展開の更なる深化

【（例）センサ情報の高度化対応】
ｾﾝｻﾌｭｰｼﾞｮﾝ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ
ﾓｼﾞｭｰﾙ化

ｽﾏｰﾄｾﾝｻ

Big Data/AI

ﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻ
A ｾﾝｻ

自立電源

・

B ｾﾝｻ

・

C ｾﾝｻ

・

演算
信号処理
統計処理
比較・分析
統合・適応

A’ｾﾝｻ ・
B’ｾﾝｻ ・
C’ｾﾝｻ ・
デバイス

演算
信号処理
統計処理

ク
ラ
ウ
ド
／
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

高
度
セ
ン
サ
情
報

通信機能
モジュール

クラウド

〔方向性②〕デバイス分野とアプリケーション分野の交流促進

支援機関

【（例）デバイス分野とアプリケーション分野の交流の場の創設】
アプリケーション
製品の機能・性能の向上、新たな用途の開拓

マ
ッ
チ
ン
グ
支
援

研
究
開
発
支
援

人
材
育
成
支
援

業種毎のニーズ提供
自動車

情報機器

環境

ロボット

情報交換・交流
センサメーカ/研究者

センサ製品・技術シーズ情報の提供

デバイス

用途に応じた最適なセンサの開発・提供

〔方向性③〕地域特性を活かしたアプリケーション開発

【（例）環境センシングプロジェクトの立上げ】
デバイス

アプリケーション
環境

産業振興

環境・生体メカニズムの解明

技術力向上
最適なデバイ
ス提供

防災
（例）瀬戸内海、鳥取砂丘、中国山地

国土管理の質的な向上
産業振興

地域振興

農林水産業の生産性向上
地域ブランド化・六次産業化
インバウンド需要の取込
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調査の目的

１．調査の目的
１．１．調査目的
センサは、画像、位置、温度、振動等、様々なモノの内外の状態を把握するための
デバイスの一部であるが、世の中のあらゆる“モノ”にセンサが装着され、インター
ネットにつながる“Internet of Things”（以下：IoT）の進展に伴い、従来インター
ネットに接続されていなかった分野の機器・装置に接続され、膨大な利用データ（ビ
ックデータ）の収集・解析を通じ、製造プロセスの改善・効率化や新たな製品・サー
ビス創出へと繋がることが期待されている。
このようなセンサに関しては世界全体の約半数のシェアを我が国が確保している
〔金額ベース、2014（平成 26）年実績〕。また、今後の市場規模も大幅に拡大するこ
とが見込まれている。一方、我が国は、センサ部品は得意であるものの、サービス・
製品開発では十分に強みを発揮できていなという指摘もある。
以上のような点を踏まえ、全国・中国地域におけるセンサの市場・技術動向を把握
するとともに、今後、中国地域において成長が期待される産業分野や社会的課題に対
するアプリケーションの可能性、そのための課題抽出等を行う。さらに、今後の地域
展開のための支援策等に関する整理を行う。
１．２．調査対象地域
全国・中国地域
１．３．調査期間
2017（平成 29）年４月～2018（平成 30）年３月
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センサとは

２．センサの種類と概要
本章ではセンサの概要に触れつつ、本調査が対象とするセンサの範囲等につ
いて述べていく。
２．１．センサとは
センサは一般に“外界の情報を電気信号に変換する素子"と言われるが、どこ
までをセンサに含めるかは人により大きく異なり、様々な定義がなされている
ようである。
例えば、国の制定している工業標準である日本工業規格ではセンサを、計測
用語としては「測定量によって直接に影響を受ける、計器又は測定装置の連鎖
の素子」、産業ロボット用語としては「感覚機能を実現するための検出素子」な
どと定義づけている。その他、広辞苑（岩波書店）では「温度・圧力・流用・
光・磁気などの物理量や、それらの変化量を検出する素子、または装置」と定
義づけている（図表２．１）。
図表２．１
出
展
マグローヒル科
学技術用語大辞
典

センサの定義（例）
内

容

物理量の絶対値あるいは変化を感知する装置の総称。この場合の物理量とは
温度、圧力、流速、pH、光波や放射波の強さなどで、その変化を情報処理系
に有効な入力信号に変換する
JIS-B0134-1998（産業ロボット用語）：感覚機能を実現するための検出素子
JIS-B0155-1997（工業プロセス計測用語）：物理、化学現象に接して、その
日本工業規格
現象に対応する信号を発生する要素
（JIS：計測用語）
JIS-Z8103-2000（計測用語）：測定量によって直接に影響を受ける、計器又
は測定装置の連鎖の素子
温度・圧力・流用・光・磁気などの物理量や、それらの変化量を検出する素
広辞苑
子、または装置
センサとは自然現象や人工物の機械的・電磁気的・熱的・音響的・化学的性
Wikipedia（JA） 質あるいはそれらで示される空間情報・時間情報を、何らかの科学的原理を
応用して、人間や機械が扱い易い別媒体の信号に置き換える装置

図表２．１におけるセンサの定義の一部では、化学的、生物学的センサが存
在している状況に一致しない部分もあり、本調査ではセンサを 「あらゆる情報
およびエネルギー変化を物理的、化学的、生物学的手段を用いて検出 する（一
般的に電気信号）もの」として考えていく（図表２．２）。
また、センサと同じように用いられる用語に「トランスデューサ（Transducer）」
図表２．２

センサのモデル図

検出対象
あらゆる
情報およ
びエネル
ギー変化

出力情報
化学的
手段

センサ

生物学的手
段
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物理的
手段

一般的に
は電気信
号として
利用する

センサとは

がある。このトランスデューサとは、ある現象を検出しやすい物理量に変換す
るための素子をいう。
例えば、湿度そのものは検出しにくいが、湿度によって伸 縮みする細い糸に
よって温度は長さという物理量に変換される。長さの変化を回転する針の先端
の位置に変換して湿度の計器ができあがる。この変換した結果の物理量が電気
信号である場合、これを特に「センサ」と呼んでいる。
２．２．センシングシステム
センサはその範囲が非常に広く、例えば、光度センサには、対象物から反射
された光信号を光電素子が受け、電気信号に変換するもの（＝フォトダイオー
ド）がある。さらにこの光電素子を変則的な２次元配列に並べ、各素子が対象
物の部分反射光を受けて、電気信号に変換し、後で個々の電気信号を統合して
「画像を再現」するというしくみのもの（＝CCD/CMOS イメージセンサ）もある。
この場合、光電素子そのものを「センサ」 図表２．３ センサの複合機能化の模式図
と呼ぶこともあれば、その信号に各種処理
[１つの IC チップ上に集積]
を施し、統合する機能までを含めて「セン

IC チップ

サ」と呼ぶこともできる。
さらに、センサでは様々な機能を複合化
電源部

した、IC チップ化やパッケージ化が進展し

演算部

ている。例えば、図表２．３のように、そ

増幅部

のチップ上にはセンサ素子だけではなく、

センサ
素子

センサ素子から得られた信号の振幅、アナ
ログとデジタルの変換、各種の論理処理（演
算部）が搭載されているものもある。加え

ｱﾅﾛｸﾞ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
変換部

通
信
部

資料：菊地正典（2017）
「IoT を支える技術」、
SB クリエイティブ

てデータをインターネットに上げるための通信処理などを含めた複合化、認識・
分析等の情報処理を含めたシステム化、装置化したものもある（図表２．４）。
図表２．４

センシングシステムの構成
情

報

認識装置

知識・データ

処理回路

処理回路

センサ素子

センサ素子

内部センサ

ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

物理現象・化学現象
対

象

・

環

境

資料：増田良介（2011）「はじめてのセンサ技術」、東京電機大学出版局
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以上をまとめると、「センサ」とは「検出素子、デバイス」そのものだけで使
用することはなく、それを必要な検出機構と組合せた「センサ機構、 センサモ
ジュール」さらにセンサ情報処理を含めた「センシングシステム、装置」とし
て用いられており（図表２．５）、本調査では「デバイス」～「モジュール」～
「センシングシステム」の広い意味での「センサ」を取上げること とする。
図表２．５
区

分

センサ

デバイス、モジュール、装置・システム

概
要
・素のセンサ。通常は受動のみ
・適切な処理回路を必要とする
・ 部 品 コ ス トは 低め (ト ー タ ル コストはケー
スバイケース)

デバイス
(部品)

センサ機構、 ・センサデバイスに回路等加えたもの
センサモジ ・単一部品に A/D 変換まで入れたものもある
・アクティブ型の部品状のものも含む
ュール
センシング
システム、
装置

・モジュールに情報処理等を加えたもの
〔「情報」(≠「信号」)を出力するものも多い〕

・処理部なども含めて箱に入れた物
・扱いやすいが高価

また、センサは何のために使用されているかを考えると、単に物の状況を検
出するだけでなく、動かしたり、目的の状態に保持するという「制御（Control）」
があらわれてくる。CPS（Cyber Physical System）サイクルの視点でみるとセ
ンシングシステムで抽出された情報は、AI 等の分析を経て機械が環境や対象に
働きかけを行う情報となる。こうして変化し た環境や対象の状態は再びセンシ
ングシステムで検出され、閉じたループが構成される（図表２．６）。
図表２．６

CPS のイメージ

ロボット、ドローン、
3D プリンタ
Physical
リアル空間
」

①センサによるデー
タの取得

⑤分析結果の実環
境でのアクション

②データのやり取
り・通信

④人工知能等を用いて分析

Cyber
デジタル空間

AI

IoT

③ビッグデータ化

ビッグデータ
資料：ちゅうごく産業創造センター（ 2017）「IoT の進展による地域経済の影響に関する調査」
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そこで、本調査ではセンシングシステムおよびそれを構成するセンサ デバイ
スを意識しつつセンサ情報の制御から応用（実環境へのアクション）までを含
め調査対象とする。
２．３．センサの検出対象
センサの検出対象としての外界情報は“物理的情報" と“化学的情報"に大別
され、これらの各種物理効果、化学効果を利用することで、センサは各種情報
を電気信号に変換する。代表的な物理的情報としては光、磁気、温度、力、音
などがあり、これらを検出するための物理効果は極めて多岐にわたっている。
一方、化学的情報としては湿度、匂い、味、特定物質の濃度などがあるが、化
学効果によっては選択性が高くない場合もあり、一般に絶対量の検出は難しい
と言われている。
センサの検出対象については色々な分類がなされているが、ここでは図表２．
７のように６つの領域に分類して考える。
図表２．７
検出信号
①光・放射線
(radiant signal)

②機械量
(mechanical signal)

物理的
情報

③熱
(thermal signal)

④電気
(electrical signal)

⑤磁気
(thermal signal)

化学的
情報

⑥化学
(chemical signal)

センサ信号の分類
検

出

量

照度、波長、偏光、反射、透過
力、圧力、トルク、真空度、流量、堆積、厚さ、質量、
レベル、位置、変位、速度、加速度、傾き、粗さ、音波
の波長と振幅
温度、熱量、比熱、エントロピー、熱流
電圧、電流、電荷、抵抗、インダクタンス、容量、誘電
率、静電分極、周波数、パルス幅
磁界、磁束、モーメント、磁化、透磁率
成分、濃度、反応速度、毒性、酸化還元ポテンシャル、
pH

資料：（一社）次世代センサ協議会（ 2008）「次世代センサハンドブック」、培風館をもとに作成

このうち①～⑤の物理的情報を検出するためのセンサが「物理センサ」、⑥の
化学的情報を検出するためのセンサが「化学センサ」とされている。
物理的情報においては、物理効果は 350 以上あるとされているが、センサに
とって重要な変換原理で実用化されているものは約 10％程度であるとも言われ
ている。センサに利用されている代表的な物理効果の例を図２．８に示す。縦
軸は入力信号、横軸は出力信号を示している。基本的には出力信号の多くは電
気信号として出力されるため、
「電気」の列の効果が多く用いられることとなる。
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図表２．８
出力
入力
光・放射線
機械量

光・放射線

センサに利用される主な物理効果
機械量

熱

フ ォ ト ・ ル ミ ネ 光音響効果
ッセンス
光弾性効果
黒体幅射

ニュートンの
運動の法則
熱膨張

熱

電気

磁気

エレクトロ・ル
ミネッセンス
ボッケルス効果
カー効果
ファラデー効果
コッ ト ン・ ム ー
トン効果

圧電逆効果
クーロン の 法
則
磁歪効果

電気

光導電効果
光起電力効果
光電子放出効果
摩擦熱
圧電効果
ピエゾ抵抗効果
リーギ ・ルデ ュ 焦電効果
ック効果
ゼーベック効果
ネルンスト効果
ベルチェ効果
オームの法則
トムソン効果

エッチングス・
ハウゼン効果

資料：室秀夫（2009）「マイクロセンサ工学」、技術評論社
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ホール効果
磁気抵抗効果

磁気

磁歪効果
キューリー・
ワイスの法則
ビオサバール
の法則

センサの種類

２．４．センサの種類
２．４．１．五感とセンサ
センサ（sensor）はよく、生体の五感（「視覚」、
「聴覚」、
「触覚」、
「臭覚」、
「味
覚」：sense）に例えられる。その場合、生体がその信号を脳に送り、信号処理を
行って、筋肉に指令を伝える構成を電子システムにおける「センサ」、
「マイクロ・
コンピュータ」、
「アクチュエータ」に擬せられる。
「マイクロ・コンピュータ」や
「アクチュエータ」が比較的汎用性のある技術であるのに対して、
「センサ」は検
出対象が多岐にわたること、一つの検出対象に対しても多くの変換原理が存在す
ること、同じ変換原理でもそれを実現する機能素子が多様であることなどから、
極めて多くの選択肢が存在する反面、最適化、技術共通化が難しい場合が多い。
これが センサは“千差万別"と言われるとともに、同時にシステム性能を左右す
るキーデバイスになる場合が多々存在する所以でもある。
センサと人間の感覚器官を測定範囲、精度、感度などの項目で比較すれば、
「視
覚」、「聴覚」などは機械のセンサが優れているが、「触覚」となると同等、「味
覚」、
「嗅覚」となると機械は人間のそれに及ばないとされることが多い。一方、
センサの中には赤外線、放射線あるいは磁気など、人間が感じることのできな
い波動や場を感度良く検出できるものもある。
図表２．９ではセンサを人間の五感と対比させて示してある。センサが個々の
性能はともかくとして五感を一応カバーするほど発達していることは興味深い。
図表２．９
器
目

官

感

人間の感覚とセンサデバイス
覚

動

作

センサデバイス

視覚

物を見る
光を感じる

光度センサ（赤外線センサ、
光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ・CCD）

聴覚

音を聞く
振動を感じる

圧力センサ・ﾏｲｸﾛﾎﾝ
ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞ（ひずみセンサ）

嗅覚

臭いをかぐ

ｶﾞｽセンサ・湿度センサ

味覚

味を感じる

味覚センサ

触覚

温度を感じる
圧力を感じる

温度センサ・圧力センサ
湿度センサ・変位センサ

耳

鼻

舌

皮膚
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ただし、
「視覚」や「聴覚」のセンサが人間のそれより優れているといっても、
それは、感度や波長の範囲に関してであって、形状の区分や誰の声であるかの
認識になると機械は人間に及ばない。
感覚には二つの面があり、対象の有無あるいは対象からの信号を検出・変換
する物理的側面である「感知」と、状態を認識したり同定したりする情報的側
面、表現を変えると知的側面である「認識」とがある。
従来のセンサ技術は、モデルが確立された物理量の１点の状態を計測するこ
とや数学モデルを手がかりとした信号の変換では人間よりも優れている。この
ようにモデルが確立された対象であれば、物理的側面において必要な情報が得
られ、知的な側面の必要性は少ない。
しかし、対象が空間的に広がりをもつ状態の検出やモデル化困難な状態の把
握となると、センサ技術は人間の能力に遠く及ばない。この種の対象に対して
は検出・変換の物理的側面以上に認識、同定が重要な意味を持つからである。
２．４．２．センサの種類
ａ．検出対象による分類
センサは既に述べたように検出対象をもとにした分類では“物理センサ”と
“化学センサ”に大別することができる。さらに“物理センサ”が何種類かに
分類されるケースが多い。このような分類が最も一般的な分類である。ここで
は図表２．10 に示した、電子機器、電子部品メーカの業界団体である（一社）
電子情報技術産業協会の区分をベースとする。「２．４．３．各センサの概要」
においてはこの区分をもとに各センサの仕組み・用途等について述べる。
図表２．10
2.4.3
各セ ン サ
の概 要

区分

検出対象（検出媒体）による分類

センサ種類

主な検出対象

ａ

光度センサ

光、赤外線

ｂ

温度センサ

温度、熱

ｃ

圧力センサ

圧力、トルク、力、重量

慣性力センサ

加速度・振動・衝撃、角速度、速さ・速度・回転数・流量

ｅ

位置センサ

位置、長さ、測長、距離、測位、変位、ひずみ、レベル、
厚み

ｆ

磁界センサ

電位、電流、磁気、磁束

ｇ

音・超音波センサ

音、超音波

ｄ

物理
センサ

ｈ

化学
センサ

化学・バイオセンサ

湿度・ガス、溶液・pH

ｉ

その他

その他のセンサ

放射線、複合

資料：室秀夫（2009）「マイクロセンサ工学」、技術評論社
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ｂ．材料による分類
センサを分類する方法としては、検出対象のほかに、構成材料により以下の
ように分類することができる（図表２．11）。
図表２．11
材

料

金属体

半導体

セラミックス

有機材料
（高分子）

生体材料
（バイオ）

材料による分類

検出情報
接触
変位・角度
ひずみ・圧力
磁気
温度
光センサ
ひずみ・圧力
磁気
温度
圧力
磁気
温度・湿度
光
圧力
温度・湿度
ガス
化学物質
免疫抗体
栄養素

検出素子およびセンサの例
マイクロスイッチ（位置センサ）
ポテンショメータ（位置センサ）
金属箔ストレインゲージ（圧力センサ）
電磁コイル（磁界センサ）
熱電対（温度センサ）
フォトダイオード、CCD（光度センサ）
半導体ストレインゲージ（圧力センサ）
ホール素子、磁気抵抗素子（磁界センサ）
サーミスタ（温度センサ）
圧電セラミックス（圧力センサ）
ソフトフェライト（磁界センサ）
多孔質セラミックス（温度センサ）
感光センサ（光度センサ）
感圧フィルム（圧力センサ）
プラスチックサーミスタ（温度センサ）
高分子ガス感応膜センサ（化学センサ）
酵素センサ（バイオセンサ）
免疫センサ（バイオセンサ）
微生物センサ（バイオセンサ）

資料：増田良介（2011）「はじめてのセンサ技術」、東京電機大学出版局

（ａ）金属体材料
物質量を検出できる形に変換する部分には、基本的に 金属の機械材料が用い
られる。変換部としては、バネ、ひずみの生じる鋼板、磁石、コイル、回転円
盤などがある。これらの機械的動作は、接点との接触・分離、熱による膨張、
抵抗値の変化、電磁的結合の度合いの変化などによって電気信号への変換機構
に伝えられる。
（ｂ）半導体材料
半導体は「導電体」と「絶縁体」の中間の性質を示すものであるが、その特
性は温度や磁気、光にたいへん影響を受けやすい。しかし、その性質を逆に利
用すればセンサとして利用でき、これが半導体センサである。
例えば半導体に光を照射すると光は内部に吸収され、 光のエネルギーに応じ
てキャリアの動きに影響を与える。これは光度センサとなる（光導電効果）。ま
た、半導体の両端に温度差が生じるとキャリアの移動と蓄積が生じ、電圧が現
れる。この現象は温度センサとして利用できる（ゼーベック効果）。
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（ｃ）セラミックス材料
セラミックスとは、バルクと呼ばれる結晶粒を焼結した陶磁器の一種で、空
間と界面とが入り組んだ構造となっている。多孔質のものから緻密質のものま
であり、電気的にいろいろな性質を示す。
例えば、多孔質セラミックスに気体や水分が与えられると、内部に拡散して結晶
面を覆い特性を変えるので、ガスセンサや温度センサとしても利用できる。また、
圧電効果や焦電効果を示すものもあるので、超音波センサや赤外センサを作ること
もできる。
（ｄ）高分子材料
一般にプラスチックと称されている各種材料の延伸、分極処理あるいは各種
物質の混合によって生じる特性（電機伝導性、圧電性、焦電性、ガス透過性な
ど）に注目して作られたのが高分子材料によるセンサである。
高分子センサとしては、ポリ塩化ビニルにイオン伝導性キャリアを混ぜ合わ
せた感温素子（プラスチックサーミスタ）、ポリふっ化ビニリデンによる感圧、
感熱素子などがある。高分子材料は柔軟性が高く、成形性もよいので線状や薄
膜状に作ることができるのが特長である。
ｃ．その他の分類
（ａ）変換機能による分類
変換機能という観点で眺めると、材料の物性変化を利用するか形状・寸法変
化を利用するかにより図表２．12 のように分類することができる。
図表２．12
区 分
物性型
センサ
構造型
センサ

変換機能による分類
概

要

物性法則（材料固有の物理的特性を記述する法則：光起電力効果など）に従っ
て信号変化を行う。構造が単純であり、安価に大量生産できる傾向がある
場の法則（空間的あるいは時間的な作用を記述する法則：電界、磁界の法則な
ど）に従って信号変換を行う。特性が安定しており、かつ高性能な傾向がある

資料：各種資料より作成

（ｂ）エネルギー供給方法による分類
エネルギー供給方法から観ると検出対象からのエネルギーを変換するか検出
信号により変調をかけるかにより図表２．13 のように分類される。
図表２．13
区

分

エネルギー
変換型センサ
エネルギー
制御型センサ

エネルギー供給方法による分類
概

要

センサの出力はセンサが吸収した熱エネルギーや光エネルギーの一部が
電気エネルギーに変化したもの
例）熱電対（温度センサ）、フォトダイオード（ 光度センサ）

抵抗変化を電圧あるいは電流の変化に変換するために、外部電源から電流
または電圧を加えるもので、変換の結果として取り出した出力電力は外部
電源の電力の一部となるもの
例）光伝導型センサ（光度センサ）、サーミスタ（温度センサ）

資料：各種資料より作成
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センサの種類

（ｃ）作用方式による分類
さらに、作用形式によって「パッシブ方式（受動型）」と「アクティブ方式（能
動型）」に分類することができる（図表２．14、図表２．15）。
図表２．14
区

作用方式による分類

分

概

要

受動型センサ
対象の発する何らかのシグナルを受信することで検知するもの。多く
（パッシブセンサ） のセンサがこれにあたる
基本的に何らかのシグナル(光・電磁波・放射線・音等)を発して、そ
能動型センサ
の反射、透過、吸収等を受信して検知するもの
（アクティブンサ）
例）超音波距離センサ

資料：各種資料より作成

図表２．15

作用原理による分類例（赤外線センサ）

パッシブ方式

アクティブ方式

赤外線
（λ～10μｍ）

遠赤外線センサ

赤外線
（λ～１μｍ）

近赤外線センサ
（通常の Si イメージャ）

資料：各種資料より作成
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センサ概要：①光度センサ

２．４．３．各センサの概要（検出対象による分類）
ａ．光度センサ
（ａ）概要
光は電磁波の一部で、電波と同じ性質のものである。波長が 380nm～780nm の
可視光、それよりも波長が短い紫外線と長い赤外線をまとめて「光」と呼んで
いる。可視光は紫から赤までの虹のスペクトルとして 知られている。紫外線よ
りもさらに波長が短いとＸ線の領域、赤外線よりも波長が長いと遠赤外線、さ
らには電波の領域になっていく。光の特徴を決める物理量は、波長と強さで あ
る。光を捕らえる検出器は、入射光の特徴に合わせたものを使用する必要があ
る（図表２．16）。
図表２．16
区分
波長

紫外

可視

0.2

UV
-c

光の波長と主に使用される受光素子

0.4

UV
-B

0.6

近赤外
0.8

赤外

1

2

4

6

8

10

20【μm】

UV
-A
白熱灯

人体からの放射赤外線

蛍光灯
地 上 で の 太 陽光

受
光
素
子

Si
GaAsP
GaP
可視光導電素
子

InGaAs
PbS
PbSe
InAs
InSb
MCT(HgCdTe)

資料：石川 嘉隆（2003）「光センサ用 フォトダイオードの基礎知識」

なお、光度センサの種類には、フォトダイオードをはじめフォトトランジスタ、
CdS（硫化カドミニウム）光導電セル、CCD・CMOS イメージセンサなどがある。特
殊なものとして光電管、フォトマル（光電子倍増管）などの、いわゆる真空管類
もこれに含まれる。
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センサ概要：①光度センサ

（参考）光度センサの測定対象と測定原理
測定対象

可視光、赤外線、紫外線

測定原理

製

品

名

称

(例)

固体撮像素子

イメージセンサ(CCD、CMOS)、バーコードリーダ、ラインセンサ、パタ
ーンセンサ、衝突防止センサ、静脈認証モジュール、静脈認装置

②

光起電力効果（固
体撮像素子を除
く）

フォトダイオード 、フォトトランジスタ、フォトサイリスタ、フォト
インタラプタ、フォトマル、フォト IC、フォトダイオード内蔵 IC、
光電管、リモコン受光ユニット、インタラプタ、オプトカプラ、オプ
トスイッチ、アモルファス光センサ、標準光センサ、照度センサ、IrDA
モジュール、色計測モジュール、超音波気泡検出器、火災感知器、火
炎検出器、光電子増倍管、照度計、分光器、血流量計、パルスオキシ
メータ、酸素飽和度計

③

光導電効果

光導電セル、量子形赤外線センサ、分光器、火炎検出器、火炎感知器

④

その他

ボロメータ、標準光センサ、赤外線センサ、焦電センサ、人感センサ、
光電素子、計数センサ、照度センサ、脈波センサ、医療用センサ

①

※赤字は「（ｂ）主なセンサの構造」にて紹介 資料：（一財）電子情報技術産業協会 資料をもとに作成

（ｂ）主なセンサの構造
ア．光導電セル【光導電効果】
半導体などの物質に光を照射したときに、その物質が光を吸収し、導電率が
増加する現象を光導電効果（Photoconductive Effect）と呼ぶ。このような光
導電効果を利用した代表的な受光素子として CdS 光導電セルや CdTe（テルル化
カドミウム）光導電セルなどの光導電セルがある。このデバイスはセラミック
スまたはガラス基板上に光電性・結晶性改善のための不純物を入れた CdS を塗
付し、500～700℃の温度で焼結し、その上に金属電極を形成したものである。
２つの金属電極に挟まれた領域が受光部の幅を大きくし、光感度を上げるため
に金属電極は蛇行したパターンとなっている（図表２．17）。
CdS 光導電セルは分光感度特性が人間の目の視感度に近く、また構造が簡易で
高感度、低価格であることから照度計やカメラの露出計など可視光センサとし
て幅広く用いられている。
図表２．17

Cds 光導電セルの構造

（左図）資料：岡野一雄（2001）「物理/化学センサのしくみと動作原理」
（右図）資料：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Photocells.jpg
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センサ概要：①光度センサ

イ．フォトダイオード【光起電力効果】
半導体のｐｎ接合やショットキー接合では内蔵電界が形成されているのでそ
の付近に光を照射すると、光が吸収されて発生する電子と正孔は空乏層内では
ドリフトにより、空乏層外では拡散により移動し、それぞれｎ型領域、ｐ型領
域に到達して蓄積されるために起電力が発生する。これを光起電力効果
（Photovoltaic Effect）と呼ぶ（図表２．18）。
光起電力効果を用いた受光素子としては「フォトダイオード」や「フォトト
ランジスタ」があり、通常の半導体プロセスで製造できることから幅広く実用
化されている。
図表２．18

フォトダイオードの構造

（左図）資料：岡野一雄（2001）「物理/化学センサのしくみと動作原理」
（右図）資料：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Fotodiode.jpg

ウ．CCD/CMOS イメージセンサ【光起電力効果】
イメージセンサは１つの受光素子を１画素とし、それを二次元のアレイ状に
配置して画像を得ることを目的としたデバイスである。可視光領域では主とし
て CCD 1イメージセンサと CMOS 2イメージセンサが用いられ、ともに Si フォトダ
イオードの二次元アレイをベースとしている。例えば、200 万画素 CCD とは 200
万個のフォトダイオードの集合体を意味している。
イメージセンサの構成用途は、検出、蓄積、走査、読出であり、通常受光素
子サイズが極めて小さいこと（数㎛角）から光電変換で発生したキャ リアを一
定時間容量に蓄積し、蓄積された電荷を水平走査と垂直走査の組合せで 読出し、
二次元的な画像を得ている。
CCD イメージセンサでは電荷転送機構により光電変化した電荷をそのまま垂
直に転送し、さらに水平に転送して最後に電荷－電圧変換を行って電圧信号を
取出す。これに対し、CMOS イメージセンサでは各画素内で電荷－電圧変換を行
って、水平走査と垂直走査により各画素の電圧出力を 読出していく点がそれぞ
れの特徴となっている（図表２．19、図表２．20）。
1
2

Charge Coupled Device：電荷転送素子
Complementary Metal Oxide Semiconductor：相補性金属酸化膜半導体
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センサ概要：①光度センサ

図表２．19

CCD/CMOS イメージセンサの構成

CCD イメージセンサの構成

CMOS イメージセンサの構成

フォトダイオード+読出ゲート

垂
直
レ
ジ
ス
タ

垂
直
レ
ジ
ス
タ

垂
直
レ
ジ
ス
タ

フォトダイオード+読出ゲート＋ゲート・スイッチ

垂
直
レ
ジ
ス
タ

垂
直
走
査
回
路

読
出
線

水平レジスタ

電荷電圧変換回路

水平走査回路

図表２．20

CCD と CMOS の違い

区
読
方

分
出
式

CCD イメージセンサ
１画素ごとにバケツリレー方式で信
号を読出して最後に増幅する

長

所

画質が良い

短

所

消費電力が大きい（高速化が困難）
製造プロセスが複雑（コスト高い）

資料：オムロン

CMOS イメージセンサ
１画素ごとに個々に信号を読出して
増幅する
消費電力が小さい 高速化が容易
演算回路などを一体化できる
画素ごとの画質がばらつきやすい
感度は CCD のおよそ 1/5 程度

ホームページ

エ．赤外線センサ
赤外線は可視光よりも波長の長い電磁波であり、波長域により様々な計測に
用いられている。
赤外線センサは赤外線の検出原理の点から分類すると 二つの方式に大別する
ことができる。一つは光導電セルやフォトダイオードのように赤外線のフォト
ン（量子）が半導体に吸収されて光電効果によりキャリアを発生させる量子型
赤外線センサであり、もう一つは赤外線の光エネルギーを吸収することで生じ
るわずかな温度上昇を温度センサで検出する熱型赤外線センサである。
量子型赤外線センサは高感度だが、冷却が必要で装置が大型化しやすく、高
価格であるのに対し、熱型赤外線センサは冷却不要で小型・低価格化の可能性
が高く、近年実用化が進んでいる。
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（ｃ）主な用途
光度センサは明るさを測るセンサとして身の回りで多く使われている。例え
ばテレビや携帯電話などでは液晶ディスプレイの輝度を周囲の明るさに応じて
自動調整する部分、周囲が暗くなったことを検知して、屋外での夜間照明を自
動点灯／消滅することなどにも使われる。
以上のような用途に加え、光度センサ（主にイメージセンサ）は、図表２．
21 に示すようにデジタルカメラ、スマートフォン、カメラ付き携帯電話などの
家庭用製品だけでなく、体に入る内視鏡から地球を回る宇宙望遠鏡まで、 さま
ざまな分野で使われている。
図表２．21

光度センサの用途（主にイメージセンサ）
デジタル・ビデオ・
カメラ

テレビ・ドアフォン

カメラ付き
携帯電話
パソコン用カメラ

デ ジ タ ル・ス チ
ルカメラ
人工衛星

自動車の後方確認
医療用内視鏡

ペットロボットの目

家庭用機器

医療・
学術用
機器

２次元バーコー
ドスキャナ

機械が
判定
する用途

動物の生態観察
（暗視スコープ）

スタジオ・カメラ

個人の認証

人が見える用途
交通監視

報道カメラ

産業用機器
現金預払機
遠隔作業
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カメラ付きドローン

センサ概要：②温度センサ

ｂ．温度センサ
（ａ）概要
温度センサとは、物体の温度を測定するセンサのことである。
温度センサには様々な種類があるが、一般的には接触式と非接触式に大別さ
れる。ここで接触式とは、被測温体に温度センサを直接接触させる方式をいい、
測温の基本形となっている。なおこの方式は、測定しようとする物体（物質）
にセンサを接触させるため、測温物体（測温体）の熱エネルギーが温度センサ
に移動し、これによる測温体の温度変化をきたす。
この場合、特に測温体が小さく熱エネルギーが微弱なものほどこの影響が大
きく、正確な測温が困難となる。
したがって、この方法は測温体の熱容量が、センサに比べ充分大きいことが
要求される。つまりセンサを接触させるだけで、測温体の温度が変化するよう
な微弱な検出物体（測温体）には不適当である。
これに対し非接触式は、測温体から放射される熱線を計測する方式を採用し
ているため、接触による温度変化は生じない。また、この方式は非常に離れた
物体の計測も可能なので、接触式では考えられない巧妙な使い方もできる。そ
の反面、放射エネルギーを集める各種光度系（レンズなど）やその他の補助部
材を必要とするので一般的には高価となる。
図表２．22

温度センサの種類とその測温範囲

温度センサの種類
水晶温度計
サーミスタ
IC 化温度センサ
白金測温抵抗体
測温抵抗体

銅測温抵抗体

ニッケル測温抵抗体
バイメタル式温度計
水銀温度計
アルコール温度計
Ｒ〔白金・ロジウム〕
熱電対

Ｋ〔クロメル・アルメル〕
Ｅ〔クロメル・コンスタンタン〕
Ｊ〔鉄・コンスタンタン〕

光高温計
放射温度計

測温範囲
－100℃～220℃
－200℃～800℃
－55℃～150℃
－180℃～600℃
0℃～200℃
－20℃～300℃
0℃～300℃
－30℃～350℃
－60℃～100℃
－200℃～1400℃
0℃～1000℃
－200℃～700℃
0℃～600℃
800℃～2000℃
0℃～2000℃

資料：谷腰欣司（2004）「センサのしくみ」、電波新聞社をもとに作成
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センサ概要：②温度センサ

（参考）温度センサの測定対象と測定原理
測定対象

熱
製

測定原理
①

②

③

熱電効果
(ゼーベック効果)

品

名

称

(例)

熱電対、サーモパイル、シース熱電対、ペルティエ素子 、熱流センサ

電気抵抗変化

測温抵抗体、サーミスタ（NTC、OTC、CTR、PTC）、ボロメータ、感温サイ
リスタ、抵抗温度センサ、シース測温抵抗体、温度計感部、精密感温抵
抗器、SiC 薄膜サーミスタ、薄膜白金温度センサ、油温・吸気温センサ、
放射温度計

その他

その他の温度センサ(セラミック、強誘電体、静電容量式、トランジスタ、
光ファイバ半導体、半導体、焦電形、エレクトレット液体封入式、バイ
メタル式、ロッドチューブ式、磁気式、水晶、NQR) 、
光温度センサ(光、赤外線、色、二色、液晶、放射、光ファイバ放射、圧
電式放射)、光ファイバ温度分布センサ、光ファイバ放射温度計 、
ゴーレイセル、サーモスタット、圧力式サーモスタット、サーマルプロ
テクタ、ヒータ Assy、ブルドン管温度計、感温フェライト、感温式フェ
ライトサーマル、温度ヒューズ、温度スイッチ

※赤字は「（ｂ）主なセンサの構造」にて紹介 資料：（一財）電子情報技術産業協会 資料をもとに作成

（ｂ）主なセンサの構造

図表２．23

ア．測温抵抗体【電気抵抗変化】

白金測温抵抗体の外観

金属の電気抵抗率ρについて温度 t を
変えて実測すると、抵抗率ρは温度 t に
およそ比例することが知られる。このよ
うな金属の抵抗を測って温度を求める温
度センサを測温抵抗体と呼んでいる。測
温抵抗体の実際の構造は細い白金線をマ
イカやガラスに巻き保護管に収めたもの
で、これを液体や気体の中につけて使用
する（図表２．23）。

資料：山崎健一（2005）「電子部品選択＆
活用ガイド メカトロ二クス編」

金属材料としては、白金、ニッケル、銅などが使われる。
イ．熱電対【熱電効果（ゼーベック効果）】
熱電対（Thermocouple）は、２種類の異種金属の接合部で発生する電圧によ
り、その温度差を検出するものである。原理は、２種類の金属導体の両端を電
気的に接続して図のような閉回路をつくり、両端に温度差を与えると回路に電
流が流れる現象を利用している（図表２．24）。1821 年にゼーベック（T.J Seebeck）
が銅とアンチモンの組合せで発見したので、ゼーベック効果と言われている。熱
起電力の大きさは、材料が均一で同じ組合せであれば、両端の温度差のみによっ
て定まり、導体の長さや太さ、両端以外の部分の温度などには無関係である。
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図表２．24

熱電対の原理と外観

資料：山崎健一（2005）「電子部品選択＆活用ガイド

メカトロ二クス編」

一般的に測温抵抗体は 500℃までの温度センサとして使われる。それより高温
の加熱炉、水素分解炉、重油燃焼炉などでは、熱電対が使われることが多い。
ウ．サーミスタ【電気抵抗変化】
サーミスタ（Thermistor）は、一般的な温度センサとして多くの電子機器に
使用され、非常に小型にできるのが特徴の一つである。その名称の由来は
“Thermally Sensitive Resistor”（感熱抵抗器）であり、「温度によって電気
抵抗値が変化する酸化物半導体を用いた温度センサ」を意味する。サーミスタ
で用いられている酸化物半導体は、金属酸化物を主成分として焼結した半導体
セラミックスからできたものである。
半導体の電気伝導度は、温度上昇と共に増加するため、サーミスタはこの特
性を利用して温度を検出する。
図表２．25
種

類

NTC サーミスタ
（Negative
Temperature
Coefficient）
PTC サーミスタ
（Positive
Temperature
Coefficient）
CTR サーミスタ
（Critical
Temperature
Resister）

サーミスタの特性比較

特性曲線
抵
抗

特

徴

負の温度係数を持つ

マンガン、ニッケル、
コバルトなどの金属酸
化物によるセラミック
ス

ある温度を超えると
急に抵抗が上がる

チタン酸バリウムを主
成分とする

ある温度を超えると
急に抵抗が下がる

パナジウムの酸化物に
添加物を加えて焼結す
る

温度
抵
抗

使用材料

温度
抵
抗
温度

資料：各種資料より作成
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また、感温性は、酸化物半導体に様々な添加物を加え制御される。サーミス
タには、NTC サーミスタ、PTC サーミスタ、CTR サーミスタと呼ばれるものがあ
り、それぞれ、抵抗値の温度変化が異なる特性を持っている（図表２．25）。
エ．熱流センサ【熱電効果（ゼーベック効果)】
熱流センサは温度計測だけでは計測できない熱の移動量、方向を計測するセ
ンサであり、単位時間・単位面積当たりを通過するエネルギー（Ｗ／ｍ 2 ）＝熱
量および熱方向、さらに熱量から測定対象の断熱性能がわかる （図表２．26）。
熱流センサは熱流の量、方向を電圧に変換するものであり、熱電対を直列接続
することにより、ＡとＢの温度差に比例した電圧が出力されるため、熱電対よ
り感度が大きくなる。
図表２．26

資料：デンソー

熱流センサの動作原理

ホームページ

（ｃ）主な用途
熱電対は、半導体・FPD 製造装置、石油化学、電力（エネルギー）などの製造
プロセスにおける温度計測で用いられている。
サーミスタは、電子機器関連では携帯電話、バッテリーパック、外気計測、
衣類乾燥機、給湯器、炊飯器、食器乾燥機、電気ポット、電子レンジ、冷蔵庫、
エアコン、暖房器具、IH 調理器、エコ給湯システム、通信機器（基地局、充電
器・UPS・交換機）、PC、プリンタ、複写機、複合機、電池パックなど様々な用
途で使用されている。自動車関連では各種モータ（ドアロック用モータ、ドア
ミラー用モータ）、エンジン制御 ECU、ドライブ制御 ECU、カーエアコン、ASB、
パワー半導体系、ハイブリッドシステムなどで使用されている。
熱流センサは、ボイラなどの熱源設備や住宅、環境（地面）、生産工程といっ
た多様な分野で熱の出入りや、熱抵抗値の測定、断熱効率の測定といった用途
で利用されている。
また、IoT の関連ではエネルギーマネジメントシステム（EMS）、見守りサービ
ス、農作物管理などでの利活用が見込まれている。
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ｃ．圧力センサ
（ａ）概要
圧力センサは、気体、液体、固体など、あらゆる物質間で作用する力学エネ
ルギーを検出するためのセンサの総称である。
圧力センサが対象とする圧力範囲は、電子顕微鏡などの理化学分析の 10 -8 Pa
の超高真空から人工ダイヤモンド合成の 10 4 MPa まであり、測定原理も変位（長
さ、力、重さなど）、ひずみ（抵抗、電圧、電流、振動数、表面弾性波、ピエゾ
抵抗効果、圧電効果、ホール効果、磁気ひずみ効果など）、温度（熱起電力、抵
抗変化、熱伝導率、接合形半導体など）など多種多様である。
以上のような状況から圧力センサにも様々な種類のものがあるが、近年最も数
多く使われているのはシリコン MEMS 技術（後述：
「３．４．MEMS について」参照）
を利用したものである。1954 年にスミス（C.S.Smith）によって発見されたシリ
コンのピエゾ抵抗効果を利用した圧力センサは、現在も 進化を続けるシリコン
LSI 半導体製造技術と相俟って、急速に発展・進歩しており、マイクロセンサの
基礎技術になっている。
圧力センサは、いずれの方式であっても機械的な可動部を有するため、先の
光度センサや磁気センサに比べ、ややスマートさを欠 く。特に大きさ、重量な
どの構造的制約を強く受けるので今まで取上げてきたセンサとは異なった難し
さがある。
（参考）圧力センサの測定対象と測定原理
測定対象
測定原理
①

②

圧電効果
（ピエゾ効果）

圧抵抗効果

圧力、トルク、力、重量
製

品

名

称

(例)

セラミック圧力センサ、振動式圧力センサ、水晶式圧力センサ、圧電
シート、円筒振動式圧力センサ、触覚センサ、差圧 ･圧力伝送器
ピエゾ抵抗式圧力センサ、薄膜型圧力センサ、シリコン圧力センサ、
感圧ダイオード、ひずみゲージ式圧力センサ、半導体圧力センサ、触

覚センサ、気圧センサ、トルクセンサ、トルク変換器、荷重センサ、
（ピエゾ抵抗効果） ロードセル荷重センサ、歪ゲージ式トルクセンサ、血圧計、気圧計、
圧力式水位計、圧力式流量計

③ 静電容量変化

隔膜真空計、圧力センサ、気圧センサ

④ その他

圧力センサ(力・電流平衡形、ホール素子形、プランジャ式、振動式、
磁気歪式、リラクタンス式・磁気抵抗式、光ファイバ式)、 圧力スイ
ッチ、圧力発信器、圧力発生器、圧力計(レゾナントワイヤ式) 真空セ
ンサ(熱電対式、サーミスタ式、電離式)、 トルクセンサ(磁歪式、電
磁式、差動変圧器式)、気圧センサ、真空センサ、 差圧伝送器、圧力
発信器、差動変圧器、差動水圧計、差動土圧計、圧力計、真空計

※赤字は「（ｂ）主なセンサの構造」にて紹介 資料：（一財）電子情報技術産業協会 資料をもとに作成
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（ｂ）主なセンサの構造
ア．圧力センサ【圧電効果（ピエゾ効果）】
力が電気に変換される物理現象に圧電効果 （ピエゾ効果）がある。図表２．
27 のように、ある種の結晶から作られた素子に圧力を与えてひずみを発生させ
ると圧力をかけた両端に、圧力に比例した電圧が発生する現象である。この原
理は水晶、チタン酸バリウム、PZT（チタン酸ジルコン酸鉛）結晶体などの力に
対する分極現象によって表面電荷が両端に現れ、電圧として観測されることに
よる。この原理を利用したのが（水晶式）圧力センサである。
逆にこれらの素子に電圧をかけると伸縮みする現象は圧電逆効果と呼ばれ、
微小アクチュエータ、超音波振動子などに用いられる。
図表２．27

圧力センサの原理（ピエゾ効果）

[圧電効果]

[励振による圧力検出]

資料：増田良介（2011）「はじめてのセンサ技術」、東京電機大学出版局

イ．ひずみゲージ【圧抵抗効果（ピエゾ抵抗効果）】
固体に力を加えてひずみを与えると、その電気抵抗が変化する。このような
効果を圧抵抗効果（ピエゾ抵抗効果）という。固体が弾性変形する範囲でひず
みを与えると、力とひずみは比例し、力を除去するとひずみはなくなる。この
ようなひずみと電気抵抗の関係を使って、電気抵抗の変化から固体に加わる力
を検知することができる。
このような圧力センサはひずみゲージやストレインゲージと呼ばれ、ゲージを
構成する材質によって感度が変わる。実際のひずみゲージの構造は図表２．28 に
示すように、非常にシンプルな構造をしている。樹脂などで形成された絶縁シー
図表２．28

ひずみゲージの原理と外観

（左図）資料：岡野一雄（2001）「物理/化学センサのしくみと動作原理」
（右図）資料：山崎健一（2005）「電子部品選択＆活用ガイド メカトロ二クス編」
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トの上に、金属でできた抵抗体を格子状に折返したエレメントが貼り付けられて
いる。エレメントには、銅、ニッケル合金など、抵抗値の温度特性がとても安定
している金属材料が使われる。
ウ．ピエゾ抵抗式圧力センサ【圧抵抗効果（ピエゾ抵抗効果）】
シリコンの極薄膜（ダイヤフラム）を形成し、それをガラス基板などに貼り
付ける。ダイヤフラムの表面にイオン注入などによって不純物を添付した領域
（ゲージ部）を設けている。このダイヤフラムに圧力（たとえば空気圧）が加
わるとダイヤフラムがたわんで弾性が変形し、いわゆる「圧抵抗効果（ピエゾ
抵抗効果）」で、ゲージ部の電気抵抗値が変化する（図表２．29）。
図表２．29

ピエゾ抵抗式圧力センサの原理
気圧

シリコンダイヤフラム
（単結晶シリコンの超薄膜）

空洞部

ひずみゲージ
（シリコンダイヤフラム表面
に不純物をイオン注入して
形成）

接合

ガラス基板

※シリコンダイヤフラムに圧力が加えられると、ダイヤフラムがたわんで変形し、いわゆる「ピ
エゾ抵抗効果」により、ひずみゲージの電気抵抗が変化する

（ｃ）主な用途
圧力センサは産業機器の小型、高性能化に伴い、様々な分野で利用されている。
身の回りにある応用例としては、スマートフォン、電子血圧計、気圧計（気象予
報計）、電子体重計などがある。また、自動車のサスペンションコントロール、ガ
ス圧制御装置、水深気圧計、油圧機器の圧力センサなどがある（図表２．30）。
IoT の関連では各種インフラの継続的監視／保守などでの利活用が見込まれ
ている。以上のように様々な用途で利用されている圧力センサ市場には電子部
品メーカや自動車メーカ、医療機器メーカなどが参入し、多種多様のセンサが
製造されている。
図表２．30
圧力範囲
微小圧力

低圧力
中圧力
大圧力

圧力センサの主な用途

主
な
用
途
フィルタ目づまりセンサ、防犯センサ、風圧センサ 、ガス圧制御、
気圧計（気象予報計）、スマートフォン
電子血圧計、高度計、近接スイッチ、真空吸着圧の測定
掃除機の目づまりセンサ、トルクコントロール、水深気圧計
各種ロボットの力覚センサ、テンションコントロール、タッチスイッチ、
FA 機器の圧力センサ、体重計、トルク計、接触圧センサ
自動車のブレーキ、自動車のサスペンション、油圧機器の圧力センサ
重量計、大トルク計、破壊力・爆発力の検出

資料：各種資料より作成
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ｄ．慣性力センサ
（ａ）概要
慣性力センサに含まれる主なものは加速度センサと角速度センサである。
加速度センサは、センサ自体の加速度、つまり１秒当たりの速度の変化を検
出するセンサである。重力加速度も検出できるので、人や物体の動きや地震な
どの振動を検出できる。また、３軸加速度センサであれば、水平状態も検出で
きる。
加速度センサは移動体の制御や衝撃・振動の検出用として古くから用いられ
ていたが、近年 MEMS 技術（「３．４．２．MEMS」にて後述）の適用により小型
で低価格の製品が開発され、自動車用や携帯機器用として広く普及するように
なった。
角速度センサは、基準軸に対して物体が１秒間に何度の回転運動をしている
のかを検出するセンサである。別名「ジャイロセンサ」と呼ばれている。これ
は初期の角速度センサがジャイロスコープと呼ばれたことに由来している。
（参考）慣性力センサの測定対象と測定原理
測定対象
測定原理

加速度(振動、衝撃)、角速度、速さ(速度)(回転数)(流速、流量)
製

品

名

称

(例)

①

圧電効果
(ピエゾ効果)

圧電式ロードセル、感圧ダイオード、加速度センサ、振動加速度センサ、
G センサ、ノックセンサ(ノッキングセンサ)、ショックセンサ、地震計セ
ンサ、加速度型心音センサ、角速度センサ、ピエゾセンサ、振動センサ

②

圧抵抗効果
（ピエゾ抵抗効果）

ひずみゲージ式ロードセル、加速度センサ、ひずみゲージ式加速度セン
サ、G センサ、ひずみセンサ、水中電話、心電計、血圧計

③

熱伝導式

熱線式流量センサ、風速計、サーマル流量計

④

磁気抵抗効果、
ホール効果、
電磁誘導則

タコジェネレータ、発電式回転速度センサ、ギアトゥースセンサ(電磁
誘導式回転センサ)、電磁式流量センサ、振動計センサ、ノックセンサ、
G センサ、磁気式回転センサ、電磁流量計

⑤

ドプラー効果

⑥

静電容量効果

⑦

その他

レーザドプラー式流量センサ、レーザ速度計、超音波流量計､超音波ド
プラー流量計
MEMS 加速度センサ、静電容量式加速度センサ、静電容量式傾斜センサ、
イナーシャセンサ
ロードセル(磁歪形) 、ガイスラー管、ピトー管、リークセンサ力セン
サ(電磁平衡式、シート板)、荷重計(差動トランス式) 、真空計(電離)
回転速度センサ、回転スケール、回転ポテンショメータ、回転センサ、
ギアトゥースセンサ、回転計流量センサ(容積式、タービン式、差圧式、
相関式、渦式、気体式、面積式)、 流量計(羽根車式、相関式、コリオ
リ質量式、静電効果式、渦式)、エアーフローセンサ、漏液・水検出セ
ンサ、液面センサ ジャイロ式位置センサ、ジャイロ式水平センサ、ヨ
ーレイトセンサ、ジャイロコンパス、生体計測センサ(ウェアラブル用)、
G センサ、加速度センサ、ポテンショメータ、デジタルコンパス、振動
センサ、傾斜センサ、サーボ式感震器、加速度計、ガスメータ、ジャイ
ロスコープ、活動量計

※赤字は「（ｂ）主なセンサの構造」にて紹介 資料：（一財）電子情報技術産業協会 資料をもとに作成
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（ｂ）主なセンサの構造
ア．加速度センサ【圧抵抗効果（ピエゾ抵抗効果）】
質量ｍの物体に力Ｆを加えると、物体の加速度ａ＝Ｆ／ｍとなる。したがっ
て、加速度は物体に作用する力から検知できる。
構造的には板状の圧電材料の一端を固定し、他端に重りを取付ける（図表２．
31）。この加速度センサを黄矢印の方向に加速すると、重りに黄矢印の方向の力
が働く。加速度が大きいほど重りに働く力が大きくなり、圧電材料の歪みは大
きくなる。したがって、圧電材料に発生する電圧から加速度が検知できる。
実際の加速度センサは、重りの振動を瞬時に減衰させるために シリコン油な
ど粘度の高い液体中に設置されている。
図表２．31

加速度センサの原理と外観

圧電材料

（左図）資料：河村貞夫ほか（2012）「応用センサ工学」、コロナ社
（右図）資料：山崎健一（2005）「電子部品選択＆活用ガイド メカトロ二クス編」

イ．角速度センサ【圧電効果(ピエゾ効果)、静電容量変化】
角速度センサの検出方式としては「サニャック効果」を利用した光ジャイロ
と、「コリオリ力」を利用した機械式ジャイロがあるが、以下、機械式ジャイロ
を紹介する。
図表２．32（左図）に示すように一定速度で振動している振り子（ または音
さ）に外部から回転を与えると振動方向に対して垂直な方向にコリオリ力が発
生する。回転している座標系の角速度をω、回転中心から半径ｒの位置にある
質量ｍの物体の角運動量はｍωｒ 2 である。物体の振動速度ｖが角速度に比べて
大きく、角速度が一定と見なせる場合に発生するコリオリ力Ｆ Ｃ は２ｍωｖとな
る。図表２．32（右図）に示すように圧電素子や静電アクチュエー タで小さな
音さを作って高周波で振動させ、音さに作用するコリオリ力を圧電素子や静電
容量の変化で電気量に変換することで角速度を検出する。
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図表２．32

角速度センサの原理

角速度センサの検出原理

圧電音さ式角速度センサの構造

※一定速度で振動している振り子（音さ）に外部から回 転を与えると振動方向に対して垂直
な方向にコリオリの力が発生する
※音さに作用するコリオリの力を圧電素子や静電容量の変化で電気量に変換する
資料：上田智章（2007）「加速度、角速度センサのしくみ」

（ｃ）主な用途
加速度センサの主な用途と適用分野は、図表２．33 のとおりとなる。
図表２．33

加速度センサの用途

加速度センサ

重力

縦横検出

傾き検出

振動・動き

振動検出

動き検出

衝撃

自由落下検出

衝撃検出

〔自動車分野〕
エアバッグ、カー・ナビゲーション・システム、盗難防止システム、姿勢制御、
スピード・メータ、距離メータ、ドライブ・レコーダ
〔コンピュータ〕
PDA、携帯型コンピュータ、ノート・パソコンの盗難防止システム、PC プロジェ
クタの投影画像台形補正、落下による破損保護
〔ゲーム〕
アクション体感型ゲームの入力装置
〔産業機器〕
地震計、振動、衝撃モニタ、機器の異常診断システム
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などがあげられる。

センサ概要：④慣性力センサ

また、加速度センサの用途を「加速度」と「周波数」により示すと図表２．
34 のようになる。
図表２．34

加速度センサの用途における「加速度」と「周波数」

1000

周
波
数

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ･
ﾚｺｰﾀﾞ

落下による破損予防

エア
バッグ

（参考）25g(生死の境目)

振動

100
自動車のアクティブ
振動制御

[Hz]

モーションキャプチャ系
（歩数、体道）

10
震度 4
1

（参考）地震

震度 7

ビルのアクティブ
振動制御

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ

0.1

傾き検出
98
0.1

衝撃

980 地震加速度[ｶﾞﾙ]
1
（参考）
ｼﾞｪｯﾄ機離陸時
の加速度[0.5g]

加速度[g]

10

100

資料：トランジスタ技術編集部（2007）「加速度センサ応用・製作への誘い」をもとに作成
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ｅ．位置センサ
（ａ）概要
位置センサは、例えば超音波や光を複数照射し、三角測量の原理などにより
「距離」、「高さ」、「厚み」などを計測するものである。
位置（変位）センサは直線位置（変位）センサと回転位置（変位）センサ、
すなわち角度センサに大別されるが、基本的な変異の検出原 理は両者へ適用す
ることができる。位置センサは「絶対的な位置」を検出するタイプと「相対的
な位置」だけを検出するタイプに分けることもできる（図表２．35）。
図表２．35

位置センサの検出方法
ポテンショメータ式

絶対位置検出

差動トランス式
光学式（PSD）
静電容量式
相対位置検出

光学式
磁気式
電磁式（レゾルバ）

資料：室英夫（2009）「マイクロセンサ工学」、技術評論社

また、指紋（隆線）の位置を検出するということから“指紋センサ”も位置
センサの一種に分類されている。
（参考）位置センサの測定対象と測定原理
測定対象
測定原理
①

機械式

② 静電容量変化
磁気 抵抗 効果 、ホ ール 効

角度、長さ、測長、距離、測位、変位、ひずみ、レベル、
厚み
製

品

名

称

(例)

マイク ロス イッチ 、リ ミット スイッ チ、 ドアス イッ チ、マル
チフ ァン クションス イッ チ、デ ィテ クタス イッチ 、舵 角セン
サ、 糸切れ センサ、ポジションセンサ、液面レベルセンサ
タッチセンサ、接触センサ、指紋センサ、静電容量式位置セ
ンサ、指紋認証装置、指紋照合機

③ 果、電
磁誘導則

ユニポ ーラスイッ チ、 バイポーラス イッ チ、番 地セン サ、 電
磁式 レベ ルセンサ

④ 電気抵抗変化

ボリューム、ポテンショメータ

⑤

光量変化

キログラムスケール、リニアエンコーダ、光電スイッチ、光フ
ァイバ光電スイッチ、フォトセンサ、フォトインタラプタ、ハ
イトセンサ、レーザレーダ、光電式プレス安全装置、位置検出
素子(PSD)、回転エンコーダ、ロータリエンコーダ

※赤字は「（ｂ）主なセンサの構造」にて紹介 資料：（一財）電子情報技術産業協会 資料をもとに作成
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センサ概要：⑤位置センサ

（ｂ）主なセンサの構造
ア．光学式位置（変位）センサ（三角測距方式）【その他】
光源から発せられた光がレンズによって集光され、物体に照射される 。
物体からの反射光を受光レンズによって一次元の位置受光素子上に集光 する。
物体の位置（センサからの距離）が変化すれば受光素子上の結像位置が異なり、
受光素子の二つの出力バランスが変化する（図表２．36）。
この二つの出力をＡ、ＢとするとＡ／（Ａ＋Ｂ）を演算し、適当なスパン係
数‘ｋ’とオフセット‘Ｃ’を施すことにより 変位量＝

Ａ
（Ａ＋Ｂ）

・ｋ＋Ｃ

を

求めることができる。PSD（Position Sensitive Device）とも呼ばれる。
図表２．36

資料：オムロン

光学式位置（変位）センサの原理

ホームページ

イ．リニア近接センサ【電磁誘導則】
コイルに交流電流を流すと磁束が発生する。これが金属である対象物を通過
すると、対象物にこの変化を妨げる磁束を発生する渦電流が生じる。この結果、
コイルのインダクタンス（コイルに発生する起電力の大きさ）が変化すること
となる（図表２．37）。
このインダクタンスの変化量は、コイルと対象物間の距離の関数となり 、結
果として対象物の距離変位が計測できる。
図表２．37

資料：オムロン

リニア近接センサの原理

ホームページ
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センサ概要：⑤位置センサ

対象物（金属）とセンサヘッドの距離が近くなると渦電流が大きくなり、発
振回路の発振振幅は小さくなる。対象物（金属）の位置が変化すると発振回路
の発振振幅も変化するため、その発振振幅を検出することによって計測するこ
とができる。
ウ．ポテンショメータ【電気抵抗変化】
ポテンショメータは変位や回転角度によって抵抗値 が変化するセンサである。
オーディオ機器の音量調節のつまみは、ボリュームと呼ばれているが一種のポ
テンショメータである。
図表２．38 の原理図に示したように直線状または円周状に抵抗線を巻き、そ
こに接するようにブラシを回転させる構造である。現在はほとんど巻線でなく
導電プラスチックが用いられており、摩擦が小さくなるので軽くスライドさせ
たり回転させたりでき、また、巻線のように一本一本の段差がないので抵抗値
がとびとびにならず分解能を無限大にできる。
ポテンショメータには直線型と回転型があり、回転型には１回転のものと 多
回転のものがある。
また、ポテンショメータは構造が簡単で、信頼性も高く、比較的大きな出力
電力が得られるので、多くの機械、装置のセンサとして用いられている。特に
ロボットのアームや自動機械の位置決め制御に有効である。
図表２．38

ポテンショメータの原理

[直動型]

[回転型]

抵抗巻線（導電性プラスチック）
資料：増田良介（2011）「はじめてのセンサ技術」、東京電機大学出版局

エ．ロータリエンコーダ【光量変化】
ロータリエンコーダは、ロボットや工作機械に組込まれる制御用サーボ・モ
ータに取付けて、機械的な回転変位を非接触で検出する。
構造的には円盤の円周に近いところに一定間隔ごとにスリットを 入れたもの
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センサ概要：⑤位置センサ

と、その両脇に取り付けられた発光素子と受光素子のペアで構成され、円盤の
回転をパルス列として検出する（図表２．39）。このパルス数は回転角度に比例
しており、その断続信号を整形し、カウンタで計数したもので変位を求めるこ
とができる。
図表２．39

ロータリエンコーダの原理と外観

（左図）資料：稲荷隆彦（2001）「基礎センサ工学」、コロナ社
（右図）資料：山崎健一（2005）「電子部品選択＆活用ガイド メカトロ二クス編」

なお、エンコーダとは符号化器のことで、ある情報を２進符号やその他の符
号に変換するものをさす。符号から元の情報に戻すことをデコーダ（複合器）
という。
オ．指紋センサ【静電容量変化ほか】
指紋検出には主に５つの方式（光学反

図表２．40 静電容量式の指紋センサ

射方式、静電容量方式、電界方式、光学
透過方式、圧力や熱を利用した方式）が
あるが、そのうちここでは静電容量方式
について説明する。
静電容量方式は２次元に電極を配置
し、隣り合う電極の静電容量を信号化す
る。指紋の凹凸に対応し、電極間に誘電
物質 で あ る指 紋 の 隆線 部分 が 近 づく と
容量が大きくなるので、その差を映像化
する。模式図を図表２．40 に示す。

資料：トランジスタ技術 SPECIAL 編集部（2006）
「センサ活用ハンドブック」、CQ 出版社

静電容量方式は光学式のような光源が不要なので、非常に小さく作ることが
できる。さらに、構造も単純なので低価格化が期待できる。
（ｃ）主な用途
位置センサは自動車、電気機械等の製造ライン、素材産業の プラントや装置
内の液体、粉体レベルの計測、水道インフラにおける水位計測などで利用され
ている。
指紋センサはスマートフォン、タブレット端末、PC などに搭載されている。
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ｆ．磁界センサ
（ａ）概要
磁気エネルギー（磁力線）は、光や音と違って人間の感覚器官で検知するこ
とができないものの、地球上のいたるところに存在し、私たちの身体に、何ら
かの影響を与えている。
このように目や耳で感じない磁気エネルギーも、いろいろな物理現象を利用す
ることで間接的に知ることができる。これを可能にするものが磁気センサである。
磁気を検出する手段としてよく知られ使われているセンサには、磁気抵抗素
子（MR センサ）、ホール素子、磁気インピーダンス素子（MI センサ）などがあ
る。それ以外にも SQUID 磁束計、フラックス・ゲート磁束計などの超高感度磁
気センサに加え、磁性流体を使って着磁状態を可視化するシート、 光磁気セン
サなど様々なセンサが開発されている。
磁気センサが多様である理由は、磁気センサに少し工夫を加えることにより、
電流検出、回転数検出、方位検出、水位検出、物質同定、紙幣検査、疾患 診断・
治療と、用途の広がりが可能となるためである。図表２．41 に一部ではあるが
主な磁気センサの種類とその感度域を示す。
図表２．41

磁界の強さと磁気センサの動作範囲
ホール素子
磁気抵抗素子

MI センサ（磁気インピーダンス素子）
フラックス・ゲート磁力計
SQUID(超伝導量子干渉計)
ﾃｽﾗ

10-14

10-12

10-10

10-9

10-8

10-6

10-4

10-2

100

10-10

10-8

10-6

10-5

10-4

10-2

10-0

102

104

↑

↑

↑

↑

↑

↑

都市雑音

地磁気

記録磁界

T
ｶﾞｳｽ

脳磁界

心磁界 γ(磁束単位)

G

↑
磁石磁界

（参考）磁界センサの測定対象と測定原理
測定対象
測定原理

電位、電流、磁界、磁束
製

品

名

称

(例)

①

磁気抵抗効果

薄膜磁気抵抗素子、MR 素子、磁気抵抗式磁界センサ、電流センサ、地磁気センサ

②

ホール効果

ホール素子、ホール IC、磁気ダイオード、ホール素子形磁界センサ、ホール
IC 形磁界センサ、電流センサ、リニアセンサ、磁気センサ

③

電磁誘導則

強磁性体磁束センサ、電流センサ、誘導センサ、電力量モニタ 、電磁流量計

その他

ファラ デー 素子、磁気ヘ ッ ド、光フ ァイ バ式 磁界セ ン サ、高感度磁束センサ
(SQUID)、電位 センサ 、表 面 電位セ ンサ 、電 界セン サ 、サーキ ット ブレー カ、
摩耗センサ、計数センサ、電力センサ、静電気センサ、磁気センサ、電流
センサ 、電 位セン サ、 高周 波 CT、振 動式 電位計

④

※赤字は「（ｂ）主なセンサの構造」にて紹介 資料：（一財）電子情報技術産業協会 資料をもとに作成
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（ｂ）主なセンサの構造
ア．磁気抵抗素子【磁気抵抗効果】
物質に磁場を加えると電気抵抗が変化する現象である「磁気抵抗効果」を利
用したセンサは「磁気抵抗素子」もしくは「MR センサ」と呼ばれる。図表２．
42 に示すように、磁界中に置かれた物体に電流を流すと、
「ローレンツ力（電磁
場中で運動する荷電粒子が受ける力）」によって電子運動の方向は変化し、電子
が移動する実効距離は長くなる。これは電極間距離が長くなったことと等価で
あるため、電極間の抵抗値は高くなる。このよう な、磁界の強さと抵抗値の変
化量との関係性を利用し、抵抗値の変化を測定することによって磁界が検知で
きる。この原理を応用したのが「磁気抵抗素子」である。
図表２．42

磁気抵抗素子の原理と外観

（左図）資料：岡野一雄（2001）「物理/化学センサのしくみと動作原理」
（右図）資料：山崎健一（2005）「電子部品選択＆活用ガイド メカトロ二クス編」

ただし、現在は「ローレンツ力」による「磁気抵抗効果」よりも外部磁場によ
って電気抵抗が変化する「異方向性磁気抵抗効果(AMR)」、磁気トンネル接合素子
において磁場の印加でトンネル電流が流れて電気抵抗が変化する「トンネル磁気
抵抗効果(TMR)」等を利用した「磁気抵抗素子」の方が多く用いられている。
イ．ホール素子【ホール効果】
半導体を用いた磁気センサのうち代表的な存在がホール素子である。
図表２．43（左図）に示すように、磁界中に置かれた電線に電流を流すと、
電線は「ローレンツ力」によって図中に示す向きの力を受ける。同様に、図表
２．43（中図）のように磁界中で半導体に電流を流すと、半導体中の電子やホ
ールは「ローレンツ力」を受ける。その結果、端子ＡＢ間に電圧が発生する（＝
「ホール効果」）。
半導体がｎ型の場合には多数キャリアは電子であるから、電子が端子Ｂに向か
って移動し、端子Ｂ側が負に帯電するため、ＡよりＢのほうが電位は低くなる。

- 33 -

センサ概要：⑥磁界センサ

一方、半導体がｐ型の場合には多数キャリアはホールであるから、ホールが
端子Ｂに向かって移動し、端子Ｂ側が正に帯電するため、ＡよりＢのほうが電
位は高くなる。
この電圧は、磁界の強さと電流に依存する。したがって、電流を一定に保つ
ことによって端子ＡＢ間の電圧から磁界の強度を検知することができる。
図表２．43

ホール素子の原理と外観

（左・中図）資料：岡野一雄（2001）「物理/化学センサのしくみと動作原理」
（右図）資料：山崎健一（2005）「電子部品選択＆活用ガイド メカトロ二クス編」

ウ．スクイド（SQUID）磁束計【その他】
超電導リングに２個のジョセフソン接合 3をもった素子は、DC-SQUID 4と呼ばれ、
現在、最も高感度な磁気センサとして使われている。素子自体は超電導状態に
なる温度に冷却する必要があるため、デュワーと呼ばれる容器に液体ヘリウム
や液体窒素を入れ冷却しながら使用する（図表２．44）。
スクイド磁束計は人間の脳や心臓内を流れる微弱な電流が発生する微弱な磁
界を非侵襲的に体外からとらえることができる。
図表２．44

スクイド磁束計

資料：トランジスタ技術 SPECIAL 編集部（2006）「センサ活用ハンドブック」、CQ 出版社

3
4

超伝導体が薄い絶縁層などを介した弱い結合
Direct Current Superconducting Quantum Interference Devices
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エ．流量センサ（電磁流量計）【電磁誘導則など】
流体（液体や気体）が一定時間あたりどれだけの量が通過したか計測する装
置である。計測する対象の状態（液体 or 気体等）、質量、体積、また使用環境
や利用用途に応じて多様な方式がある（図表２．45～２．47）。
液体や気体の流量を検出できるセンサであり、測定原理によって、対応でき
る流体が異なる。現在の主流は電磁式であり、超音波式が追従している。
図表２．45
センサ

流量センサの種類と原理

測定原理

概

要

電磁流量計
（図表 2.46）

電磁誘導則

磁場中の導電性流体の動きによる電磁誘導起電力を計測

超音波式流量計
（図表 2.47）

ドプラー効果

流体中の超音波の伝播時間の差もしくはドプラー効果により計測

熱式流量計

熱伝導式

流体への伝熱を利用し、上流と下流の温度差を計測

差圧式流量計

その他

絞り機構（オリフィス）によって発生する差圧から流量を求める

渦式流量計

その他

流れを遮る物体の位置により渦を発生させその発生周波数を計測

図表２．46

電磁流量計

（参考）図表２．47

超音波式流量計

伝播遅い
伝播早い

資料：キーエンス（2015）「流量テクニカルガイドブック」

（ｃ）主な用途
磁界センサは、電機・情報機器分野では非接触電流検出、ハードディスクド
ライブ、CD-ROM、DVD ドライブなどの精密モータ、磁気ヘッド、磁気探傷装置、
脳磁計、パソコン・ディスプレイ・冷蔵庫のドア開閉検出、エアコンのファン
制御、紙幣の検査、自動車分野では、エンジンマネジメントシステム、アイド
リングストップシステム、変則制御システム、ESC（横滑防止装置）、ステアリ
ング制御システムなど、医療・ヘルスケア分野では、疾患診断・治療などの分
野で利用されている。
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ｇ．音・超音波センサ
（ａ）概要
音は疎密波と言われる。例えば、空気などの音を伝える媒体の密度の濃淡を
波として伝えるものである。この音の波を再び振動として検出するのが音響セ
ンサである。したがって、このセンサは振動センサあるいは圧力センサによっ
て構成され、その特性は媒体の性質によって大きく左右される。
図表２．48 に示すように音波は人間の聞き取れる可聴周波数として、20Hz か
ら 10kHz 程度までの波をいう。これよりも高い周波数の波は、超音波と呼ばれ
ている。
図表２．48

音波および超音波

可聴音

周波数[Hz]
空中超音波

3

30

300

3k

30k

300k

3M

30M

100m

10m

1m

10cm

1cm

1mm

0.1mm

5mm

0.5mm

空気中の波長

水中超音波
50m

5m

50cm

5cm

50μm

水中の波長

超音波を利用してモノの変化をとらえるのが超音波センサである。自然界に
おいては、超音波は生物のコミュニケーションや障害物探知の手段として利用
されており、コウモリが暗闇を飛ぶことができるのは超音波レーダを使ってい
ることが知られている。
超音波の発生原理はフランスの科学者ランジュパン（Paul Langevin）により
およそ 100 年前に発明されたが、当時は第一次世界大戦中でドイツの潜水艦Ｕ
ボートを発見するためのセンサ技術として各国とも力を入れていた。現在でも
この原理は応用されており、軍事用のソナーはもとより民生用としては魚群探
知機などに利用されている。
（参考）音・超音波センサの測定対象と測定原理
測定対象
測定原理

音、超音波
製

品

名

称

(例)

① 静電容量変化

コンデンサマイク、MEMS マイク

② その他

マイクロホン(ダイナミック 、マグネチック、リボン、クリスタル、セラ
ミック、コンデンサ )、 カラオケマイク、 セラミック超音波センサ 、心
音センサ、超音波探触子 、フェライト超音波センサ、磁歪振動子、その
他の超音波センサ、 声センサ、声認証装置

※赤字は「（ｂ）主なセンサの構造」にて紹介 資料：（一財）電子情報技術産業協会 資料をもとに作成
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ｂ．主なセンサの構造
ア．音波センサ【圧電効果ほか】
音波は空気などの媒体の疎密波であり、疎密波に基づく圧力を検知するセンサ
が音波センサである。音の検出を行うセンサは一般にマイクロホンと呼ばれる。
疎密波に基づく圧力は、前述した圧電素子やひずみゲージで測定することに
なる。図表２．49（左図）に、圧電素子を使った音波センサの例を示す。音波
を受けた振動板が振動すると、この振動が圧電材料の一端に伝えられる。ここ
で、２枚の圧電材料を張り合わせておくと、１枚には圧縮応力、１枚には引張
応力が働く。
よって、これらの圧電材料からの出力の差分を取り出すことによって、高感
度の音波センサを実現できる。
また、構造が簡単な音波センサとしては、コンデンサマイクロホンがある〔図
表２．49（右図）〕。これは、振動板と平行に電極を設け、振動板と電極とでコ
ンデンサを形成したものである。音波を受けた振動板が振動すると、このコン
デンサの静電容量が変化する。したがって、この変化を測定することによって
音波が検知できる。
図表２．49

音波センサ（マイクロホン）の原理

[圧電型マイクロホン]

[コンデンサ型マイクロホン]

（左図）資料：岡野一雄（2001）「物理/化学センサのしくみと動作原理」
（右図）資料：増田良介（2011）「はじめてのセンサ技術」、東京電機大学出版局

イ．超音波センサ【その他】
超音波センサの構造は、基本的に前述のマイクロホンと同じである。特に、
音波より周波数が高いので、応答性のよいセラミックセンサが 用いられること
が多い。
超音波センサの特徴は逆圧電効果による振動の発生と振動の検出を両方行う
ことができることである。図表２．50（左図）に示したようにセラミックスの
圧電素子を２枚張り合わせて「バイモルフ構造」とし、指向性の改善と効率よ
く放射、受信するためのコーン状の振動板が取り付けられている。これは 20～
60kHz の範囲の周波数で用いられ、指向性は広い。そのほかに金属板に圧電セラ
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ミックスを貼合わせた図表２．50（右図）のような「ユニモルフ構造」のもの
もある。
図表２．50

超音波送受波器

[バイモルフ型]

[ユニモルフ型]

資料：増田良介（2011）「はじめてのセンサ技術」、東京電機大学出版局

ｃ．主な用途
音波センサのうち圧電型マイクロホンは、主に低周波騒音計用のマイクとし
て使用されている。一般的な計測用としては、小形にできることや、広い周波
数帯域に渡ってフラットな周波数特性を持ち、ほかの形式に比べ安定性がきわ
めて高いことからコンデンサ型マイクロフォンが使用されている。
超音波センサに関しては、超音波は電磁波と違い、使用するうえで免許が不要
なため、産業用に広く利用されている（図表２．51）。特に音波の反射を利用する
ソナーとして普及が進んでいる。数量的には車載用が多く、中長距離はレーダ等
が利用さているが、短距離の障害物検知は超音波が使用されることも多い。
また、外部からでは見えない内部の状況を知ることも可能なため、医療用と
しては内臓などの診断用として利用されるとともに、産業用としては外部から
では発見できない内部の傷を発見するための探傷装置に利用されている。特殊
な使い方としては風速計や、紙の重なりを検知する用途にも用いられ、コピー
機や紙幣のカウンタなどにも内蔵されている。
さらに、IoT に関連しては、自動運転、医療ビッグデータなどでの利活用が見
込まれている。
図表２．51
応用分野
情報的な応用
（情報信号を優先する
もの）
動力的な応用（パワ
ー・エネルギーを優先
するもの）
その他の応用

超音波の応用分野とその具体例
具

体

例

水中音響探知機（ソナー）、魚群探知機（測深器）、距離計（各種防犯
装置）、非破壊検査装置（超音波探傷機）、超音波診断装置（ AE も含む）、
超音波リモコン、超音波厚み計、超音波液面計、流量計、クリアラン
スソナーシステム、駐車支援システム
超音波加工機、超音波洗浄機、超音波加湿器、超音波乳化凝集装置、
超音波モータ、超音波溶接機、超音波治療器（ME）
駆除装置（蚊、ねずみ、ゴキブリ）、酒の成熟器・食物の味改善装置
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ｈ．化学・バイオセンサ
（ａ）概要
既に述べたように熱・光などの物理量を測るセンサを物理センサと呼んでい
るが、それに対して物質自体を測定するセンサを化学センサという 。
化学センサは、それぞれの物質（分子）を認識する部分 （受容体＝アクセプ
タ）と、その刺激を信号に変換する部分（トランスデューサ）が一体となって
構成されている。出力信号としては、一般的には電気信号（電圧、電流、抵抗、
電気容量など）であるが、光の屈折率や偏光率などの光信号も用いられている
（＝光化学センサ）。
バイオセンサは、生命体特有の分子認識機能を利用して化学物質を測定する
センサである。この分子認識機能をもつ要素として、酵素、微生物、免疫など
図表２．52
検出物質

バイオセンサの原理

分子識別応答
アクセプタ
受容体

健康・医療
食品・発酵
環境管理
ｾｷｭﾘﾃｨ

信号変換部
トランスデューサ
[変位量]

酵素
抗体
微生物
脂質膜
組織
DNA

電気
熱
光
質量

[変位量]
⇒
⇒
⇒
⇒

電極・半導体
サーミスタ
光検知素子
圧電素子

電気信号

（参考）化学・バイオセンサの測定対象と測定原理
測定対象
測定原理
①

電気抵抗変化

②

光電効果

③

その他

湿度・ガス、溶液・pH
製

品

名

称

(例)

EC センサ(農業用途)、ボロメータ、ガスセンサ（厚膜式、薄膜式、電気
抵抗式、接触燃焼式、熱伝導率式、溶液導電率式、バルク制御形半導体
式）、導電率式クロマトセンサ、湿度センサ(電気抵抗式、サーミスタ式、
抵抗温度計式)、電気伝導率計、ガス分析計、ガス警報器、導電率検出器
ガスセンサ(紫外・赤外線吸収式、化学発光式)、血中酸素濃度計、クロ
マトセンサ(示差屈折率式、蛍光光度計)、比色センサ、濁度計、トリハ
ロメタン計、ガス分析計、分光分析器
ガラスイオン電極、固体膜イオン電極、液体膜イオン電極、ISFET、ガス
センサ(定電位電解式、電量式、赤外線式水晶振動式、ガルバニックセル
式、金属－MOS 形、ジルコニア固体電解質)、 湿度センサ(静電容量式、
温度差式、水晶振動式、露点式) 、結露センサ、イオン化センサ、イオ
ン電流センサ、五酸化リン水分センサ、 クロマトセンサ(ポーラログラ
フ式、紫外線吸収式) 赤外線吸収分光センサ、音さ式密度センサ、音さ
発振式センサ、振動式液体密度センサ、表面プラズモン共鳴センサ(SPR)、
光導波路型センサ、酸化還元電位センサ(ORP)、グルコースセンサ(血糖
値センサ)、筋電センサ、生体計測バイオセンサ、脳波センサ においセ
ンサ、成分センサ、バイオセンサ、pH センサ、pH メータ、pH 計、CO2
計、酸素濃度計（酸素センサ）、濁度計、水位計、酸素計、温湿度計、成
分計、液体密度検出器、ガス検出器、近赤外分光分析計

※赤字は「（ｂ）主なセンサの構造」にて紹介 資料：（一財）電子情報技術産業協会 資料をもとに作成
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が利用されている。バイオセンサは、化学センサの中に含まれる扱いを受ける
ことが多く、同様に検知すべき物質を認識する部分と、そこで発生した変化を
電気信号に変換する部分とを備えたセンサである（図表 ２．52）。
（ｂ）主なセンサの構造
ア．湿度センサ【電気抵抗変化】
湿気の多い浴室などでは、絶縁体の抵抗が低くなることが 知られている。こ
れは空気中の水分子の濃度が高くなると、絶縁体の表面に存在する水分子の量
が増加し、絶縁体の表面抵抗が低下するためである。
この表面抵抗の変化を測定することによって湿度を検知することが 可能であ
る。実際の湿度センサでは、セラミックスや高分子の絶縁体を使用され、これ
らの絶縁体に水分が吸着すると吸着水分の解離によってイオンが発生する。こ
のイオンが伝導に寄与するため表面抵抗は著しく低下する（図表２．53）。
図表２．53

セラミック型

湿度センサの構造と外観

（左図）資料：稲荷隆彦（2001）「基礎センサ工学」、コロナ社
（右図）資料：Honeywell 社ホームページ

イ．酸素センサ【その他】
燃料と空気を送入･混合して燃焼させる燃焼プロセスでは、燃料 の完全燃焼、
排気ガスのコントロール、 窒素酸

図表２．54

ジルコニア式酸素センサの原理

化物の発生の抑制等のため酸素濃
度 を 常 時 監 視 ･制 御 す る こ と が 重
要である。
このような酸素濃度を測定する
センサが酸素センサであり、測定
原理別では「ジルコニア式」、「ガ
ルバニ式」、「ポーラロ式」など複
数の方式がある。
例えば「ジルコニア式」の場合、 資料：日本特殊陶業

ホームページ

ジルコニアセラミックスの両側面に多孔質電極を設け、片側を大気、その反
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対側を排気ガスにさらすと、排気ガス側の酸素濃度に応じて起電力が発生 する
（図表２．54）。この特性を活かして、排気ガスの空燃比コントロール等に適用
することができる。
ウ．ガスセンサ【電気抵抗変化】
ガスセンサは接触燃焼式と半導体式とに大別される（図表２．55）。
「接触燃焼式」は、可燃性ガスが過熱白金上の触媒に作用して燃焼すること
で、温度が上昇し、白金線の電気抵抗が増えることを利用する（図表２．55

左

図）。坑内メタンガス、化学工場の可燃ガスなどの量の検知に用いられる。
「半導体式」は、半導体にガスが触れる（吸着される）と、その電気抵抗が
減少するという性質を利用したものであり、ヒータ上の絶縁物上に半導体の焼
結体をつけ、両端に電極を設けてある。吸着したガスが長く留まっていてはガ
ス量の連続測定ができないため、ヒータで常に加熱し、吸着し続けないようガ
スを追いやっている（図表２．55
図表２．55

右図）。
ガスセンサの原理

[接触燃焼式ガスセンサ]

[半導体ガスセンサ]

資料：雨宮好文（2009）「センサ入門」、オーム社

ガスセンサは、通常、検出対象ガスの種類に対しセンサ感度に関してさほど差
異がない。例えば、エタノールを感知するセンサは、水素、一酸化炭素も感知す
る。しかし、台所でプロパンガスが漏れていなくても、酒のかんをつけると警報
を発するというのでは困るため、センサ素子製造時の半導体焼結温度、半導体へ
の添加物、ヒータの加熱温度を変えるなどの方法を組合せることで、ガスの種類
の識別能力（選択性）をもたせている（図表２．56）。
図表２．56

酸化物半導体材料と検出対象ガス

酸化物半導体材料

検出対象ガス

SnO 2
WO 3
In 2O 3
Fe 2O 3
TiO 2

H 2 、CO 2 、NO 2 、H 2S、CH 4
NO 2、NO X 、NH 3 、SO X
O 3 、NO 2 、トリメチルアミン
CO、湿度
H 2 、O 2 、C 2H 5 OH

資料：室英夫（2009）「マイクロセンサ工学」、技術評論社
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エ．匂いセンサ【その他】

図表２．57

匂いセンサの原理

異なった感度特性を持つ半導体ガス
センサを多数用いることにより、複雑
な匂い情報を解析することができる
（図表２．57）。人間の鼻では、様々な
受容体が存在し、それぞれ匂い物質へ
の異なった感度特性を有している。
個々の受容体からの信号を脳内で解析
することにより、匂いを判定している。
このような鼻の匂いの検出機構を模

資料：島津製作所ホームページ

倣したものが、半導体ガスセンサを利用した匂いセンサであり、これは一般的
な化学センサの個々の受容体を半導体ガスセンサと置換えたも のともいえる。
オ．イオン（電極）センサ【その他】
イオンセンサは、溶液中のイオン濃度を選択的に検出するセンサであり、イ
オン選択性物質を先端に固定した検知部

図表２．58

（イオン感応膜）と参照電極から構成され

イオンセンサの構成
電位計

る（図表２．58）。２つの液体（被測定液、

Ｖ

内部液）が膜の両側に存在するとき、電極
中のイオン濃度が異なると膜の両側に電位
差が発生する原理を利用している。
イオン感応膜としては、ガラス膜（特殊

内部電極

ガラスの薄膜）、固体膜（金属塩の単結晶ま
内部液

たは粉末）、液体膜（イオン交換液を多孔質
隔膜や高分子膜で保持したもの）が用いら

ｲｵﾝ感応
参照電極

れ、その組成を変えることにより異なった
イオンを検出することが可能となっている。
カ．味センサ【その他】

ｲｵﾝ検知

図表 ２．59

味覚センサの構成

人間が食物を口にしたときに感
じる味は、
「甘味」、
「 塩味」、
「酸味」、
「苦味」、「うま味」の５種類に大
別できる。甘味を感じたときは食
物中にブドウ糖や砂糖が含まれて
いる。塩味を感じたときは主とし
て Na のイオン、酸味を感じたとき

資料：インテリジェントセンサテクノロジー

ホームページ

http://www.insent.co.jp/products/taste_sensor_index.html
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は酸が解離して発生した水素イオンの濃度、苦味を感じたときはカフェインや
キニーネが食物中に含まれている。
したがって、味を検知するためには上記のようなイオンセンサを複数用い、
食物中に含まれるこれらの物質の濃度を個々に検知し、その結果から総合的な
味を判定することになる（図表２．59）。このように味の検知は、非常に複雑な
プロセスとなるため、今後更なる研究開発の進展が期待されている。
キ．バイオセンサ【その他】
バイオセンサの検出原理は検出物質を「受容体（アクセプタ）」で識別し「信
号変換部（トランスデューサ）」でその量に応じ何らかの物理量に変換され、電
気信号として出力する。受容体の選択や信号変換の方式によって様々なバイオ
センサが存在しこれからもその種類は増加することが見込まれる。以上のよう
な受容体とトランスデューサの組合せおよびその応用例を図表２．60 に示す。
図表２．60
受容体（アクセプタ）
酵素

受容体とトランスデューサの組合せ例

トランスデューサ

識別対象

O 2 、H 2 、H 2O、pH 電極

グルコース、尿酸

レセプタ

炭酸ガス電極
アンモニアガス電極
サーミスタ

コレステロール
脂質、資化糖
アミノ酸類、グルタミン酸

オルガネフ
微生物

O 2 光ファイバ
表面プラズモン共鳴デバイス

尿素、クレアチニン
BOD、ATP

動・植物細胞
動・植物細胞

UV/Vis 吸光光度計
フォトカウンタ

乳酸、鮮度
ヒスタミン、ビタミン類

類似生体

水晶振動子

その他生理活性物質

抗原あるいは抗体

資料：（一財）電子情報技術産業協会（2017）「2026 年までの電子部品技術ロードマップ」

またバイオセンサの問題点としては主に、
①センサの寿命が短い→安定性・信頼性が低い
②単一物質のセンサがほとんど
③ガスセンサ等と比較すると測定時間が長い
が挙げられる。
これらの問題点のうち、①のセンサ寿命が最も大きな 問題と言える。すなわ
ち、検出素子として用いている酵素などの生体関連物質の安定性が乏しいため、
長期間に渡って繰返し使用できないということである。また、安定性の低下は
センサとしての信頼性の低下をもたらし、データのバラツキ増大へと繋が る。
加えて、生体が関係する試料では、単一成分である場合は ほとんどなく、類
似の性質を持つ物質を複数・同時に測定できることが望ましい が、現在のバイ
オセンサでは単一物質を測定するものがほとんどである。複合的な成分のデー
タを集積することで、新たな分析手法の確立へと繋がる可能性もある。
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（ｃ）主な用途
湿度センサは電機・情報機器としてはエアコン、除湿・加湿器、電子レンジ、
冷蔵庫、乾燥機、卓上型温度計（時計）、空気清浄機、 プリンタ、複合機、HDD
（hard disk drive）、スマートフォン、自動車の空調・エンジンルームなどで
利用されている。
酸素センサは主に車載用の空燃比管理に用いられるが、ボイラ、加熱炉、熱処
理炉、などの燃焼プロセスに付随して広く使われる。 その他にもトンネル、鉱山

等の密閉された空間における酸欠防止(検知・監視)や化学工業、セラミックス、
金属などの酸化を嫌う工業熱処理プロセス工程で用いられる。
ガスセンサは電機・情報機器としてはエアコン、空気清浄機、換気扇、冷蔵
庫、ストーブ、自動車用では空気室制御、水素漏れ検知（水素自動車）、アルコ
ールチェッカー、医療／ヘルスケアでは口臭測定、健康管理、環境計測などで
利用されている
IoT に関連しては HEMS 5、健康データの自動収集／分析における利活用が期待
されている。

5

Home Energy Management System
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ｉ．その他のセンサ
（ａ）概要
その他のセンサとしては「ａ．光度センサ」～「ｈ．化学・バイオセンサ」に
該当しないセンサや複数のセンサを組合せたものなどに触れる。
（参考）その他のセンサの測定対象と測定原理
測定対象
区

放射線、複合、その他

分

製

品

名

称

(例)

フォトダイオード、放射線測定用センサ、ガイガーミュラー管、シンチ
レーション検出器、電離箱検出器
インテリジェントセンサ、複合光ファイバセンサ、放射線測定用のセン
② 複合センサ
サ、センサネットワークモジュール
無線タグ、RFID 製品、携帯電話・PHS のアンテナ部、非接触カード、金
③ その他のセンサ
属探知機、ダストモニタ、ミリ波レーダセンサ、ほこりセンサ、濁度計
等
※赤字は「（ｂ）主なセンサの構造」にて紹介
資料：（一財）電子情報技術産業協会 資料をもとに作成

①

放射線センサ

（ｂ）主なセンサの構造
ア．ガイガーミュラー管【放射能センサ】
ガイガーミュラー管とは、1925（ 大正 15）年、ドイツの 物理学者ガイガー（Hans
Geiger）と学生のミュラー（Walther Muller）によって発明された放射線検出
器であり、略して GM 計数管とも言われる。
図表２．61 のように、円筒状金属（陰極）の中心に芯線（陽極）を配置した
もので、高電圧を印加すると放射線の量（数）を測定することがで きる。ただ
し、放射線の強度は測定できない。この方法は、比較的感度を高くすることが
でき、アルファ線、ベータ線、ガンマ線を検出することができ る。ガイガーミ
ュラー管は放射線が入射すると、放電によりパルスが発生し、このパルス数を
測定する。相対的な単位として、１分間のカウント数 CPM（Count per Minute）
がよく使われる。
図表２．61

ガイガーミュラー管のしくみ

入射窓（雲母膜）

不活性ガス
放射線
芯線（陽極）
－ ↑電子

－
＋
↓ イオン
連続放電阻害ガス
＋

円筒状金属（陰極）
資料：小野寺康幸（2006）「ガイガーミュラー計数管を自作したガイガ・カウンタ」
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イ．ほこりセンサ【その他】
ほこりセンサは、空気中のほこり、タバコの煙などを検知できるセンサである。
構造的には、センサ中央に空いた穴に空気を流し、LED 6端子にパルス信号を加え
ると、その間だけ LED が点灯する。その際、空気中にほこりがあると、そのほこ
りで LED の光は散乱する。その散乱光を光検出器で検出する（図表２．62）。
図表２．62

ほこりセンサの原理と外観

資料：シャープ「ほこりセンサ GP2Y1010AU0F 説明資料」

ウ．RFID【その他】

図表２．63

RFID システム構成

7

RFID は無線を用いた個体識
別システムであり、大きく「IC
タグ」と「リーダライタ」の
２つの要素から構成される。
個体に貼付した IC タグの識別
情報を、コンピュータに接続
されたリーダライタが無線周
波を介して読取り、対象物を
自動的に識別する。RFID は無

資料：（一社）日本自動認識システム協会（2013）「RFID の基礎」

線を用いるため、非接触でデータの受け渡しができる（図表２．63）。
IC タグは固有の識別番号を持っており、リーダライタは複数の IC タグを一度
に読取ることができる。これらの特徴を生かし、工場ライン、レンタル物品の
管理、高額品の物流・検品などに RFID が活用されている。
（ｃ）主な用途
放射線センサは主に医療関係において X 線撮影装置、X 線透視撮影装置、X 線
CT 装置などで利用されている。
ほこりセンサは半導体、医薬品製造を中心とする製造ラインにおける環境コ
ントロール、空気清浄、環境モニタとして利用されている。
また、RFID は IoT に関連して生産工程管理、在庫／商品管理における利活用
が期待されている。
6
7

Light Emitting Diode
Radio Frequency Identifier
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３．センサの市場・技術動向
３．１．センサを取巻く環境
３．１．１．Trillion Sensors Universe（トリリオンセンサ）
トリリオンセンサは１兆個のセンサを意味する。これは 2012（平成 24）年に米国
の起業家である Janusz Bryzek 氏（当時 Fairchild 社）が１兆個を上回るセンサを活
用し社会に膨大なセンサネットワ一クを張り巡らせることにより、地球規模で社会問
題の解決に活用しようとする「Trillion Sensors Universe」という構想を提唱した
ことに始まる。これは世界で毎年新たに 150 個/人のセンサを使用することであり、
新たな市場を創造していこという動きでもある。
医療・ヘルスケア、農業、環境、社会イ 図表３．１ Abundance（潤沢な世界）の実現
ンフラなどあらゆる分野を覆うセンサがネ
ットワークに接続され ビッグデータの適
用範囲を拡大し、社会や生活を大きく変え
ることによって、すべての人にとっての、
「飢えの解消」、
「医療・ヘルスケアの享受」
、
「汚染の除去」、「クリーンエネルギー」の
確立など地球規模の課題が解決され、ほぼ
20 年後（2040 年頃）には「Abundance（潤
出典：Janusz Bryzek（2014）"Need for Trillion Sensors
Roadmap”

沢な世界）」が実現するというものである
（図表３．１）。

１兆個という数は、現在の年間センサ需要の約 20 倍に当たるが、2020 年代半ば
図表３．２ トリリオンセンサのビジョンに
おけるセンサ数の推移

に１兆個を上回る膨大なセンサ需要が生
まれるとの見方は、Hewlett-Packard、
Intel、Texas Instruments（以上 米）
、
Bosch（独）など多くの機器・デバイスメ
ーカも IoT の進展に合わせ予想しており
荒唐無稽な数値ではない（図表３．２）。
また、Tri1lion Sensors Universe の早
期 実 現に 向け 、2013（平 成 25 ） 年 に
“Tri1lion Sensors Initiative"というプ
ロジェクトが米国でスタートしている。
TSensors Initiative の目的は、
Abundance の早期実現のためにセンサの
開発期間の短縮にある。全世界から集ま

出典：Janusz Bryzek（2014）"Need for Trillion Sensors Roadmap”

る専門家が集う Trillion Sensors Summit
（当初は単独開催、現在は MEMS & Sensors
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Executive Congress の一部として開催）において、将来出現する超多量のセンサ・
アプリケーションを明示し、産学官連携によるセンサ開発促進のためのロードマップ
を提示するとともに、実際にそれを実現するための基盤技術の確立と、製品化を加速
するためのサプライチェーンの構築も目指している。
３．１．２．IoT の機運の高まり
概ねデバイス（センサ）側からの視点である「Trillion Sensors Universe」と大
いに関連してくるが、センサシステム利活用の全体像は IoT〔もしくは IoE（Internet
of Everything）
〕として捉えられ、近年その機運が大いに高まっている。
IoT の全体像をみると、
「デバイス」
、
「ネットワーク」
、
「クラウド」、の三つの階層に
分けられる。まず、インターネットに繋がり得るモノとは、大まかに「センサ」と、
「通信モジュール」を有しているモノである。
「センサ」がモノの状態をデータ化し、
「通信モジュール」によりネットワークを介してインターネットに接続され、バーチ
ャル世界であるクラウドにデータを送信することで、遠隔でモノを「監視・観測
（Monitoring)」することが可能となる。また、受信したデータを分析し、その結果
をクラウド側からモノにフィードバックすることにより、遠隔でモノの状態を「制御
（Control）」をすることも可能となる。更に、これらの機能を組み合わせることによ
り、モノの稼働状況やサプライチェーン、バリューチェインの「最適化
（Optimization）
」、「自動化（Automation）」も期待されている（図表３．３）
。
IoT の「全てのモノがインターネットに繋がる」という概念は、IoT に固有のもの
図表３．３

データ分析・処理

クラウド

通信・
ネットワ
0.2
ーク

IoT の全体像

監視・観測
(Monitoring)
ｾﾝｻ

デ
ー
タ

通信ﾓｼﾞｭｰﾙ

制御
（Control）

ｾﾝｻ

最適化
（Optimization）

通信ﾓｼﾞｭｰﾙ

ｾﾝｻ
サ

自動化
（Automation）

デ
ー
タ

通信ﾓｼﾞｭｰﾙ

デバイス

ﾓﾉ(自動車)

ﾓﾉ(工場設備)

ﾓﾉ(自販機)

資料：ちゅうごく産業創造センター（2017）「IoT の進展による地域経済の影響に関する調査」
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ではなく、予てより提唱されてきた概念であるが、今日改めて注目を集めている背景
としては、「センサ」、「ネットワーク」、「コンピューティング」に関わる３つのイノ
ベーションが要因となっている（図表３．４）。
図表３．４
項

IoT の実現を可能とする３つのイノベーション
概

目

センサにおける
イノベーション





ネットワークにおけ
るイノベーション







コンピューティング
におけるイノベーシ
ョン



要

センサの小型化
センサの省電力化
センサの低価格化
通信速度の向上（ISDN→FTTH、3G→LTE 等）
通信コストの低減
通信エリアの拡大
割当可能な IP アドレス数の飛躍的拡大
（IPv4:232=約 43 億個→IPv6:2128=約 3.4×1038 個）
データ処理技術の向上（ビッグデータ分析）
－CPU の高速化・メニ―コア化
－分散処理
－インメモリコンピューティング
クラウド・コンピューティングの進展

資料：みずほ銀行（2015）「みずほ産業調査 51

IoT（Internet of Things）の現状と展望」

従来、IoT の概念を具現化するには、センサ価格や大型情報通信機器の維持費など
から初期導入費用や運用コストが大きく、一部の機器だけがインターネットに繋がる
状態であった。しかし、３つのイノベーションの結果、合理的な経済負担の下、大量
かつ多種多様なデータをリアルタイムで収集するとともに、高度かつ高速なデータ分
析・処理が行われることで新たに経済価値を生み出せるようになり、ビジネスモデル
が成立するようになった。
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３．２．主な応用分野における動向
３．２．１．自動車
ａ．分野動向
1970 年代から始まった排ガス規制対応のためのエンジン制御の電子化はカー
エレクトロニクスの幕開けとなり、その後各種のシステムが電子化され、自動
車は走るエレクトロニクスと言われるほどに発展してきた。これら電子システ
ム実現のためのキーデバイスの一つがセンサであり、自動車用センサは 1980 年
代後半からの MEMS センサ実用化とも相まって飛躍的な進化を遂げてきた。
今後の自動車産業は世界の人口が増加し、自動車のさらなる普及拡大や高齢
化が進む中で、交通事故の削減や渋滞緩和、環境負荷物質の低減等への対応が
急務となっている。日本の基幹産業たる自動車産業には、これら課題の解決に
向けた積極的な取組みが期待されるが、抜本的な解決が困難になっている現状
を踏まえると、新たな取組みである自動運転への期待は大きく、関連市場の拡
大も見込まれている（図表３．５）。
「未来投資戦略 2017」
〔2017（平成 29）年６月９日閣議決定〕においても、
「無
人自動走行による移動サービスを 2020 年に実現することを目指し、2017（平成
29）年度から、地域における公道実証を全国 10 か所以上で実施する」旨が示さ
れている。
図表３．５
分

類

情報提供型

レベル１：
単独型

自
動
制
御
活
用
型

レベル２：
シ ス テ ム
の複合化

レベル３：
シ ス テ ム
の高度化

レベル４：
完 全 自 動
走行

概

要

自動運転のレベルと市場化時期
左記を実現する
システム

分

類

ドライバーへの
注意喚起等
加速・操舵・制動
のいずれかの操
作をシステムが
行う状態
加速・操舵・制動
のうち複数の操
作を一度にシス
テムが行う状態
加速・操舵・制動
を全てシステム
が行い、システム
が要請したとき
のみドライバー
が対応する状態
加速・操舵・制動
を全てシステム
が行い、ドライバ
ーが全く関与し
ない状態

「安全運転支援シ
ステム」
レベル２

「 準 自
動 走 行
シ ス テ
ム」

「自動
走行シ
ステム」

レベル３

遠 隔
レ
型、専
ベ
用空間
ル
４

「 完 全
自 動 走
行 シ ス
テム」

実現が見込まれ
る技術(例）

市場化等
期待時期

・追従・追尾シス
テ ム （ ACC+LKA
等）

市場化済

・自動レーン変更

2017 年

・
「準自動パイロッ
ト」

2020 年まで

・「 自 動 パ イ ロ ッ
ト」

2020 年目途

・
「無人自動走行移
動サービス」

限定地域
2020 年まで

・完全自動走行シス
2025 年目途
テム（非遠隔型）

資料：内閣府（2016）「官民 ITS 構想・ロードマップ 2016」

ｂ．センサ関連の現状・動向
自動車はエンジン車も含めエレクトロニクス化が進展し、各種制御通信シス
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テム等の中で使用されるセンサの数は自動車 1 台あたり 150 個を超えるように
なっている。自動車の電子制御システム分野は「パワートレイン制御」、「車両
制御」、「ボディ制御」、「情報通信」の４分野に大別され、それぞれの制御分野
における具体的な制御システムと使用される主要なセンサを図表３．６に示す。
図表３．６

主な車載センサとセンサが使用されている車載制御システム

パワートレイン
制御
電子
制御
シス
テム

ガソリン燃焼噴射
ガソリン添加磁気
アイドル回転数
ディーゼル噴射
トランスミッション
電池監視
モータ制御

回転数
角度
位置

スロットル開度
アクセル開度
クランク角度
カム角度
回転数
ロータ回転角度

加速度
振動

ノッキング

角速度

車両制御
ABS
トラクション
走行姿勢
横滑り防止
ACC
衝突防止・緩和
サスペンション
車輪速度
車速
車高
ステアリング角
スロットル開度

ヨーレート

ボディ制御
エアコン
エアバッグ

ナビゲーション
前方後方監視
ロールオーバー検出
ナイトビジョン
ライト
VBCS 対応ナビ

圧力
重量
力

エアミックスダ
ンパ位置

流量
温度

電流

地磁気

衝突感知
サスペンション
加速度
角速度
角速度

物体
（自動車、障害物） （壁、障害物）
人、自転車等
人、自転車等
吸気圧、大気圧
タンク内圧
ブレーキ圧
燃料圧
空気流量
目詰まり
エンジン冷却水
吸入空気、排ガス
燃料、電池

主なセンサ

キーレスエントリー

物体
距離

情報通信

物体
（自動車、障害物）

人、自転車等

タイヤ空気圧

内外気温
エバポレータ
乗員

磁気センサ
（ホール素子、GMR）
エンコーダ
レゾルバ

加速度センサ
圧電式加速度センサ
角速度センサ
レーザ／ミリ波レーダ

超音波ソナー
カメラ（単眼、複眼、
赤外線、TOF）
抵抗歪ゲージ
静電容量方式
インダクタンス式
バキュームセンサ
エアフローメータ
抵抗温度センサ
熱電対
磁気センサ
（ ホ ー ル 素 子 、 GR、
GMR）

制御、動力

接触燃焼式（可燃ガス）

ガス
濃度

O 2 、空気比、H 2
HC、No X

CO
社内煙

熱線型半導体センサ
（還元ガス）
FET 方式（H 2）
ジルコニアセンサ
（No 2）

資料：電子情報技術産業協会（2015）「2024 年までの電子部品技術ロードマップ」

また、上述のように期待の高まる自動運転を実現するためには、多種多様な
センサを搭載しなければならない。具体的にはイメージセンサ、赤外線センサ、
ミリ波レーダ、LiDAR 8、超音波センサなどの利用が検討されている（図表３．７）。

8

Laser Image Detection and Ranging
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例えば、イメージセンサから取込んだ車両周辺の画像を解析・解釈することで、
周辺のクルマの位置や距離の把握、歩行者や車線の抽出などを行う。
現在、自動運転機能の前段階といえる自動ブレーキ機能が既に実用化し、EU
では 2013（平成 25）年からすべての商用車への搭載が義務付けられるまでにな
っている。
図表３．７
性
検出
距離

自動運転に用いるセンサの主な方式の比較
ミリ波レーダ

イメージ
センサ

赤外線
センサ

76GHz

79GHz

24GHz

～40m 程度

○

○

○

○

～150m 程度

能

LiDAR

超音波
センサ

△

○

×

○

○

○

△

×

○

×

距離分解能 （30cm 未満）

×

×

×

○

○

○

×

角度検出範囲

○

○

×

○

○

○

△

相対速度検出

×

×

○

○

○

○

×

高温

○

×

○

○

○

○

○

低照度・暗闇

×

○

○

○

○

○

○

耐性
環境

メリット

デバイスメーカ

備

考

小型・低コ 低照度で
スト
対応可能

天候に左右されない
小型・低コスト

ミ リ 波 よ 小型・低コ
り 高 分 解 スト
能

ｿﾆｰ
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
ｱﾌﾟﾃｨﾅ
ﾒﾚｷｼｽ
ｵﾑﾆﾋﾞｼﾞｮﾝ
安価な単
眼カメラ
と、高性能
化を進め
るステレ
オ・カメラ
がある

浜松ﾎﾄﾆｸｽ
SEDI
ｵｽﾗﾑ
ﾀﾞｰﾃｯｸ
ﾄﾗｲﾙﾐﾅ
低コスト 2015 （ 平 今後、欧州 低 コ ス ト
化が急速 成 27）年 や 日 本 で 化・小型化
に進んで 以降に広 は 限 定 的 へ の 取 組
いるが、利 帯域利用 な利用に み が 進 め
用可能な で測距精
られてい
帯域幅が 度が向上
る
狭い

村田製作所 Qorvo、ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ、NXP、SEDI、
日本ｾﾗﾐｯｸ 三菱電機、ST ﾏｲｸﾛ

村田製作所
日本ｾﾗﾐｯｸ

夜間でも
人物や動
物の熱を
検知でき
る

低コスト
で既に多
くの車両
に搭載さ
れている

資料：各種資料より作成

図表３．８

センサフュージョン

自動ブレーキ機能を自動運転機能

情報

に発展させるためには、センサ単体
の認識精度の向上が欠かせない。加

センサフュージョン

えて、自動車メーカやセンサメーカ

物体認識

各社は、複数のセンサを統合するセ
ンサフュージョン（図表３．８）に

センサフュージョン
距離認識

取組んでいる。例えば、自動運転レ
ベル２の M-Benz E クラスではミリ波

センサ１

レ―ダ５個（フロント×１、コーナ
×４）、カメラ１個（フロント×１）、
超音波センサ 12 個（フロント×６、
リア×６）で制御を行っている。

超音波距離センサ

センサ２

センサ３

赤外線センサ

資料：増田良介（2011）「はじめてのセンサ技術」、
東京電機大学出版局
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このような特徴の異なるセンサを使分け、いかに低コストで安全な自動運転
機能を実現するかが、自動車メーカ各社に求められている。以上のような車内
外の状況を正確に把握するニーズは拡大し、自動車に搭載されるセンサ数は増
加していくと予測される（図表３．９）。
図表３．９

自動運転レベル別のセンサ搭載個数（１台当たり）
ミリ波レーダ

（個）

カメラ

超音波

LiDAR

35
30
25
6

20

15
3
1

10
5
0

8

4

5
1

3

6

6

6

6

6

6

12

12

12

12

Lv.2

Lv.3
（高速）

Lv.3
（市街地）

Lv.4

1
Lv.1
（単機能）

Lv.1
（高機能）

資料：池山智也（2017）「自動運転に向けたセンサの開発動向と展望」

また、自動運転以外のセンサ利用としてはエンジン/排気向けとし、低燃費や
世界的に強化される排ガス規制をクリアする目的としてセンサが導入されてい
る。ここでもセンサの搭載数の拡大に加え、NOx や PM センサなど新たなセンサが
搭載されはじめている。さらに、次世代自動車として、水素自動車向けの水素漏
れ検知用途としてのガスセンサの利用拡大も期待されている。
商用車においては、GPS、CCD/CMOS イメージセンサを搭載した車載カメラ、加
速度センサなどを活用した運行管理システムの導入が急速に拡大するとともに、
現時点では需要は顕在化するまでには至っていないが、商用車を中心にドライ
バーの健康状態管理を目的とした生体センサの活用が拡大していくことも想定
される。
以上のような点を含め図表３．10 に自動車用センサの用途別市場規模をここ
では「エンジン制御」、「シャシー制御」、「安全制御」、「通信」の区分で示す。
2014（平成 26）年－2020（平成 32）年において「エンジン制御」、「シャシー制
御」関連のセンサが微増で推移することに加え、
「安全制御」関連のセンサが大
幅に増加することがうかがえる。
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図表３．10

自動車用センサの用途別市場規模

[金額]
億円）

通信
シャーシ制御
シャシー制

3500

御

[数量]
安全制御
エンジン制御
14.1

825

2000

40000

御

安全制御
エンジン制御
522

30000

1371.4

16.1

通信
シャシー制
シャーシ制御

35000

3000
2500

（万個）

年率+10.7%

538

25000

11230

15725
年率+7.0%

20000
1500
955.1

年率+2.6%

15000

1085.8

1000

7459

年率+1.4%

8007

年率+2.9%

11614

10000

500

734.7

年率+1.1%

5000

775

10061

0

0
2014

20

2014

（年）

20

（年）

資料：総合技研（2016）「自動車用センサの現状と将来性」

（参考）各用途におけるセンサ
用

途

エンジン
制御
シャシー
制御
安 全 制 御
通

信

セ

ン

サ

エアフローメータ、バキュームセンサ、O 2 センサ、A/F センサ、スロットルポ
ジションセンサ、カムポジションセンサ、エンジン制御用温度センサ、ノック
センサ、アクションポジションセンサ
ステアリングセンサ、ハイコントロールセンサ、車輪速度センサ、ヨーレイト
センサ、油温センサ、電動パワーステアリング用トルクセンサ
エアバッグ用センサ、超音波センサ、タイヤ空気圧センサ、レーダセンサ、セ
ンシングカメラ、タッチセンサ、オートエアコン用センサ、オートライト用セ
ンサ、液レベルセンサ（フュエルセンサ）、レインセンサ、排出ガス検知センサ
（エアクォリティセンサ）
ナビゲーションシステム用角速度センサ（ジャイロセンサ）

資料：総合技研（2016）「自動車用センサの現状と将来性」
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３．２．２．情報機器・家電
ａ．分野動向
情報機器・家電分野においては、スマートフォンの出荷台数が iPhone の登場
以来、飛躍的に拡大し、2016（平成 28）年の年間売上台数は全世界で 16 億台を
超えている。ただし、市場成長率を見ると、2010（平成 22）年に年間成長率 70％
を超えていた成長率も、2016（平成 28）年には５％程度となる見込みであり、
かつての勢いは落ち着きを見せている（図表３．11）。特に中国市場における成
長の鈍化、製品寿命の長期化により市場は縮小傾向がみられる。
図表３．11

スマートフォンの出荷台数と成長率の推移
スマートフォン出荷台数（右軸）

100%

（百万台）

成長率（左軸）

2,500

90%
80%

2,000

70%
60%

1,500

50%

40%

1,000

30%
20%

500

10%

0%

0
2011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

（年）

資料：矢野経済研究所（2016）「携帯電話の世界市場に関する調査」

以上のようにスマートフォンを中心とした携帯電話機市場は、飽和期を迎え
るとともに、製品のコモディティ化が進み、これまでのような爆発的成長を望
むことが困難な状況となっている。その次なる成長市場として期待が高まって
いるのはウェアラブル端末や IoT 機器である。図表３．12 にウェアラブルデバ
イスの世界市場の推移と予測を示す。
矢野経済研究所の予測では、2020（平成 32）年におけるウェアラブルデバイス
の市場規模は３億２千万台と算出されており、従来からのスマートフォンの周辺
機器としてだけではなく、情報機器関連の中核機器への成長が期待されている。
さらに４Ｇ（第４世代）や NFC 9対応が進み、「ポスト・スマートフォン」として
の地位を確立しようとしており、その成長が期待される分野となっている。

9

Near Field Communication：近距離無線通信規格の一つ
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図表３．12

ウェアラブルデバイスの世界市場の推移と予測
HMD
スマートウォッチ

その他
スマートバンド

スマートグラス
成長率（左軸）

200%

（百万台）

350

180%

300

160%
250

140%
120%

200

100%
150

80%
60%

100

40%
50

20%

0%
2013

14

15

16

17

18

19

0
20 （年）

資料：矢野経済研究所（2016）「ウエアラブルデバイス世界市場に関する調査」

ｂ．センサ関連の現状・動向
（ａ）携帯電話・スマートフォン
スマートフォンは図表３．13 に示すとおり「センサの塊」といえる。例えば、
角速度センサ（ジャイロセンサ）は、ユーザがスマートフォンを縦・横のどち
らで使知しているかに合わせてディスプレイを縦・横向きに切り替えるなどの
図表３．13
加速度センサ
⇒GPS 補正用途、
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ用途

カラーセンサ
⇒ディスプレ
イ調整
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ用途

iPhone X（64G）に搭載されるセンサと部品原価構成
角速度センサ
⇒ GPS 補 正 用
途手ブレ補正
用途、ｲﾝﾀｰﾌｪｲ
ｽ用途

圧力センサ
（気圧センサ）
⇒GPS 補正用途
磁気センサ
（電子コンパス）
⇒地図へのヘディ
ングアップ用途

（参 考 ： その 他 の スマ ホ ）

紫外線センサ
⇒紫外線測定用途

（参 考 ： その 他
のス マ ホ ）

脈波センサ
⇒健康管理用途

品
目
金 額
構成比
ディスプレイ
¥11,880
29.7%
筐体
¥6,588
16.5%
カメラ
¥3,780
9.5%
プロセッサ
¥2,970
7.4%
RF IC
¥1,944
4.9%
パワー IC
¥1,539
3.8%
メモリ
¥3,613
9.0%
パワーアンプ
¥1,793
4.5%
オーディオ
¥1,085
2.7%
センサ
¥254
0.6%
加速度・ジャイロセンサ ６軸（ST ﾏｲｸﾛ製）
地磁気センサ（ｱﾙﾌﾟｽ電気製）
気圧センサ（Bosch 製）
カラーセンサ（AMS 製）
測距センサ（ST ﾏｲｸﾛ製）
顔認証関連
¥1,804
4.5%
無線 LAN
¥794
2.0%
バッテリー
¥648
1.6%
その他
¥1,296
3.2%
部品原価合計
定価（実質販売価格）

¥39,987
¥68,472

資料：IHS Makit 資料をもとに作成(右表部分)
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制御を行うために設置されており、方角も取得できる。GPS は地図アプリや SNS
アプリのチェックインなどの位置情報を取得することができる。
光度センサは、明るさを検知するセンサであり、屋内・屋外でスマートフォ
ンを使用する際に、環境光にあわせてディスプレイを適切な輝度に調整するた
めに搭載されている。
このように様々な機能をこなすセンサではあるが、製品原価に占める割合は
１％以下（iPhone X の場合、iPhone 5G の場合は２％程度）とされ、その他の
部品に比較し際立って高い比率とはなっていない（図表３．13）。
スマートフォンへの搭載率で最も割合が高いセンサとしては温度センサ（サー
ミスタ）であり、次いで CCD/CMOS イメージセンサの割合も高い。しかし、これら
のセンサは、スマートフォンの成長率の鈍化に伴い、これらの成長率の鈍化が見
込まれる。ただし、ハイエンド機種では CMOS イメージセンサを複数搭載（デュア
ルカメラ化）する形で進化していくことが見込まれている。
一方で、従来搭載率の低かった圧力センサ（気圧センサ）、紫外線センサ、湿
度センサ、脈波センサなど、今後、スマートフォンへの搭載が 新たに期待され
るセンサも多い。
（ｂ）ウェアラブル端末
ウェアラブル端末は様々な形態があるが、そのうちリストバンド型、スマー
トウォッチ、メガネ型が代表的である。
ウェアラブル デバイスに搭載されている主なセンサを図表３．14 に示す。搭

載されているセンサは大まかに、「位置や移動を検知するセンサ」と「身体の生
理状態を検知するセンサ」に分かれる。「位置や移動を検知するセンサ」として
は、GPS、角速度センサ、気圧センサなどスマートフォン等のモバイル機器で使
われているものとほぼ同じタイプが用いられている。
図表３．14
センサの
種類
GPS
位 置や 移
加速度
動 を検 知
角速度
す るセ ン
気圧
サ
磁気
身 体の 生
理 状態 を
検 知す る
センサ

赤外線
圧力
温度
画像
他

ウェアラブル端末に搭載される主なセンサ
計測対象／用途

位置、移動距離、移動経路
歩数、消費カロリ
体動、姿勢、ジェスチャ
高度、消費カロリ
姿勢、位置（方角）
脈 波 、 脈 拍 、 心拍 、消 費 カ ロ
リ、血中酸素飽和度、血糖値
血圧
体温（皮膚温度）
視線
足圧、呼吸音、脳波

リスト
バンド型
○
○
○
○
○

スマート
ウオッチ
○
○
○
○
○

○

－

－

○
○
－

－
－
－

－
－
○

メガネ型
○
○
○
－
○

資料：（一財）電子情報技術産業協会（2017）「2026 年までの電子部品技術ロードマップ」をもとに作成
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用途：②情報機器・家電

「身体の生理状態を検知するセンサ」に関連してはリストバンド型を中心に
ウェアラブルならではの脈波センサが主体であり、それ以外では体表面温度計
測用の温度センサ等がある。また、パルスオキシメータを内蔵した指輪型では
血中飽和酸素濃度の計測が可能で

（参考）図表３．15

指輪型パルキシオメータ

ある（図表３．15）。さらに、血糖
値や血圧などをウェアラブルで、
視線に追随した文字・画像表示が
可能である。その他にも技術や用
途を開発・検討中のものが多く、
シート型圧力センサを靴のインソ
ール（内敷き）などに仕込んだ足
圧センサ、小型マイクや圧電フィ
ルムを用いた呼吸音センサ、電極

資料：Wikipedia(JA)

数を減らして簡易に頭部に貼り付けられるようにした脳波センサなどが挙げら
れる。CMOS イメージセンサに関しては主にメガネ型やウェアラブルカメラへ搭
載されている。
（ｃ）その他家電・情報機器
近年の傾向としては IoT の利活用の一環として、家電、住宅機器等にセンサ
を搭載し、生活スタイルや室内環境に、各機器を自動・遠隔制御する取組みや
新たなサービスの提供が進展している（図表３．16、図表３．17）。さらに制御
だけでなく、大量のモノから得られるデータの活用へと進化していくことが見
込まれ、産業機器やインフラ等と比較しても IoT 利活用による数量的なメリッ
トを最も享受できる可能性のある分野でもある。
図表３．16

スマート家電・スマートハウスの分類
IoT 利活用の進展

ｸﾗｳﾄﾞ
①遠隔確認

ｾﾝｻ技術

ﾓﾊﾞｲﾙ端末
③遠隔操作

EC

ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ

AI

④消耗品確認・補充

センサ情報
の収集

⑤異常検知・連絡

⑥予測・連絡

⑦用途助言

②情報提供

AI
資料：ちゅうごく産業創造センター（ 2017）「IoT の進展による地域経済の影響に関する調査」
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用途：②情報機器・家電

図表３．17
分

野

製

家電等に関連した IoT 利活用分野・対象
品（単体：モノ）

商
業
食品・飲料
金
融
スポーツ

エアコン、照明、オーブンレンジ、ガスコン
ロ、冷蔵庫、カメラ、キッチンマシン、コー
ヒーメーカ、シャワー、テレビ、スピーカー、
プリンタ、空気清浄器、浄水器、洗濯機、衣
類折畳み機、掃除機、電子レンジ、グリル、
電話、冷蔵庫
キー、窓、シャッター、火災報知器、看板、
トイレ、床暖房、風呂、シャワー、ベッド、
サーモスタット、呼び鈴、消臭剤
衣料（ベスト）、メガネ、コンタクトレンズ、
手袋、靴（スニーカー、ブーツ）、アクセサリ
ー、オムツ、ふとん、まくら、折りたたみ傘、
抱っこひも、座布団、スーツケース、リスト
バンド、ウェアラブル端末、レシート
自動車（コネクティッドカー、Ｆ１、バス、
トラック、納車、車検）、オートバイ、スクー
ター、自転車、車いす、手押し車、ベビーカ
ー、航空機、ゴルフカート、除雪車、スノー
ボード
買い物カート
ワイン、ウイスキー、野菜、自動販売機（飲料）
－
サッカーボール、バスケットボール

ロボット

－

家 電
（スマート
家電）
住

宅

（スマート
ハウス）

身の回り品

乗 り 物

サービス（複合体：コト）

住宅管理サービス、メンテナ
ンス・故障対応サービス、防
犯・見守りサービス、
シェアリング
（エコノミー宿泊施設、移
動、駐車場、家事代行）
飲食・アミューズメントサー
ビス
（ホテル、レストラン、遊園
地、海の家、温泉施設、スポ
ーツ、カラオケ、ケータリン
グ）

レコメンデ―ションサービス
資産管理、決済、融資審査、保険
－
コミ ュ ニ ケー シ ョン 、 介護 向け
見守り、育児見守り

資料：ちゅうごく産業創造センター（ 2017）「IoT の進展による地域経済の影響に関する調査」

また、AR/VR やドローンでのセンサ活用も今後拡大していくものとみられる。
ドローンに関してはモニタリング用途だけでなく、無人宅配への活用等が期待
されており、自動車同様にセンサによる自動制御の必要性が一層増していくも
のとみられる。
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用途：③社会インフラ

３．２．３．社会インフラ
ａ．分野動向
1960 年代前後の高度経済成長期に集中的に整備された道路、河川、下水、港
湾等のいわゆる「土木インフラ」は更新の時期を迎え、今後の維持管理・更新
費の増加が見込まれるなど、インフラの老朽化が問題となっている。
例えば、建設から 50 年以上経過する道路橋（橋長２ｍ以上）の割合は、2013
（平成 25）年３月時点では全体の約 18％であるが、2033（平成 45）年には全体
の 67％まで上昇すると試算されている（図表３．18）。今後、長期的にみてイン
フラ老朽化に対応するための費用は増えていく。国土交通省が所管するインフ
ラだけをみても、単年でかかる維持管理・更新費は 4.6～5.5 兆円と現在より３
～５割増えると予測されている。そのため今後は、国民生活の安全・安心の確
保や経済活動の効率化等の観点から、必ず残すべきインフラとそうでないイン
フラを厳しく選別し、残すインフラに関してもできるだけコストを抑えながら
維持管理・更新を図ることが重要となる。
図表３．18
区

建設後 50 年以上経過する社会資本の割合と将来の維持管理・更新費

分

2013 年 3 月

2023 年 3 月

2033 年 3 月

年度

推計結果

道路橋

約 18％

約 43％

約 67％

2013 年度

約 3.6 兆円

トンネル

約 20％

約 34％

約 50％

2023 年度 約 4.3～5.1 兆円

河川管理施設（水門等） 約 25％

約 43％

約 64％

2033 年度 約 4.6～5.5 兆円

下水道管

約 2％

約 9％

約 24％

港湾岸壁

約 8％

約 32％

約 58％

資料：国土交通省資料

以上のようなインフラの維持管理に関しては 2014（平成 26）年７月より、道
路構築物に対して５年に１回の点検が義務付けられた。対象は全国で１万以上
のトンネル、70 万以上の橋梁であり、近接目視を基本として、
「健全」、
「予防保
全段階」、
「早期措置段階」、
「緊急措置段階」の４段階で診断されている。また、
必要に応じ、打音検査をはじめとした詳細な検査が行われる。目視 ・打音検査
とも、専門技術者が、高所や接近困難な個所に、高所作業車や点検足場でアク
セスして実施する必要があり、また、通行止め等を確保しなければならない場
合もあって、大きな社会的負担と人的資源を要している。
また、作業安全上の問題も無視できず、加えて、技術者の判断を伴う点検で
ある以上、結果には無視できないばらつきがあることも指摘されている。
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用途：③社会インフラ

ｂ．センサ関連の現状・動向
社会インフラの老朽化に関連したソリューションとして注目されているのが、
モノの状態変化を自動測定し、変化の傾向を把握可能とするセンサシステムで
ある（図表３．19）。

図表３．19 センサによるモニタリング利用（橋梁の例）

例えば、通常時および震災
時等に橋にかかった力や、橋
を構成するパーツの位置変
化などをモニタリングする
ことで、通常時とどのくらい
違ったことが起こっている
のかをチェックする。通常か
かっている負荷をモニタリ
ングし続けることで、累計の

資料：国土交通省（2013）社会インフラのモニタリング技術活用
推進検討委員会資料

負担を把握すれば、保全・補修の時期が近づいているかどうかも判断しやすく
なる。保守・保全を完全に自動化できるわけではないが、人の手による作業を
効率化し、素早い状況判断を可能にするための補完的なツールとして有益であ
る。労働力人口が減少していく今後のインフラ保全に適した仕組みといえる 。
このようなインフラモニタリングにおけるモニタリング項目とセンサ種別を
図表３．20 に示す。ひずみゲージ、圧力センサ、イメージセンサなどを組合せ
図表３．20

インフラ（橋梁等）のモニタリング測定項目とセンサ種別

測定項目
振動
傾斜角度
変位、変形
応力、ひずみ
車両通過
固有振動数
ケ－ブル張力
周囲環境
コンクリートひ
び割れ、剥離、
亀裂
コンクリ ート 内
部の空隙・空洞
金属部材の腐
食、亀裂、破断

センサの種別
加速度センサ、ひずみゲージ
加速度センサ、傾斜センサ
変位センサ、レ－ザセンサ、加速度センサ、
GPS、ピークセンサ
ひ ず み ゲー ジ 、 光 フ ァ イ バ セ ン サ 、応 力 発
光体
加速度センサ、ひずみゲージ、圧力センサ、
赤外線センサ、磁気センサ、超音波センサ、
イメージセンサ
加速度センサ
EM センサ（磁気）、ひずみセンサ
温 ・ 湿 度セ ン サ 、 位 置 セ ン サ 、 圧 力セ ン サ
（気圧）、赤外線セン サ、 CO・CO ２ セ ンサ、
イメージセンサ
イ メ ー ジセ ン サ 、 レ ー ザ セ ン サ 、 赤外 線 セ
ンサ、超音波センサ、AE センサ（動的）、応
力発光体
超音波センサ、電磁波レーダセンサ
イ メ ー ジセ ン サ 、 超 音 波 セ ン サ 、 磁気 セ ン
サ

資料：各種資料より作成
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【コンクリート】
トンネル
岸壁・護岸
桟橋
下水道

【鋼】
橋梁
桟橋

【土】
斜面
地盤

用途：③社会インフラ

様々なモニタリングが可能となっている。このようなセンサを計測対象の素材
である鋼、コンクリート、土等に応じて使分けることとなる。
センサによるモニタリング事例として国内で著名なものとしては東京ゲート
ブリッジがあげられる（図表３．21）。NTT データの橋梁監視ソリューション
「BRIMOS」が導入され、首都高速道路の横羽線などの３カ所にセンサを配備し
てある。同システムは 2007（平成 19）年に崩落したことのある東南アジア最長
のカントー橋（ベトナム）にも導入されている。
（参考）社会インフラのモニタリング（東京ゲートブリッジ）
東京ゲートブリッジでは、 図 表 ３ ． 21 東 京 ゲ ー ト ブ リ ッ ジ の モ ニ タ リ ン グ
全長 2.6km の橋のうち、主橋
梁と呼ばれる 800m の中央部
分に各種のセンサを配置し、
ひずみ、伸縮み、主橋梁と両
端をつなぐジョイント部分
の動きなどをモニタリング
している。
東京ゲートブリッジは東京
湾に入港する船舶、羽田空港 資料：NTT データ（2012）「ICT を活用した街づくりとグロー
バル展開 ～共創型 M2M クラウド」
を離発着する航空機の関係か
ら高さに関して制約があり、主橋梁部分を１本の鋼板で構成する構造となってい
る。このため、主橋梁そのものの変位のほか、主橋梁と橋脚などの接続部分のズレ
などをモニタリングしている。
橋梁監視の目的は、「①災害に備えた監視断」、「②日々の橋梁監視」、「③保全
のための情報収集」の３つである。
「①災害に備えた監視」では、橋脚上で橋桁を支持する支承の移動制限装置、
橋脚と橋をつなぐタイダウンケーブル等の地震によって損傷しやすい部分の変
化を見る。光ファイバを使った加速度センサなどにより、各部材の健全度を地
震発生後 30 分以内に判断する。
「②日々の橋梁管理」では、主橋梁に温度センサ、ひずみ計等を設置しその
関連性をチェックしている。橋は温度変化とほぼ同期して、わずかに伸び縮み
するため、ストレスのかかっている部位を確認し、早めに保守できるよう、モ
ニタリングしている。
「③保全のめの情報収集」では路面を支える鋼床板を通過した車の重量を測
定している。ひずみ量を基に重さを測る「Weigh-In-Motion」という方法を使い、
それを保全に役立てている。
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用途：③社会インフラ

以上のようなセンサによる社会イン

図表３．22

フラのモニタリングであるが現時点で

自治来橋梁のセンサによる
モニタリング実績

は広く実用化されているとはいえず、

分からない,
2.3%

概ね研究・実証段階といえる。

有り, 3.1%

（一社）次世代センサ協議会が 2016
（平成 28）年に全国の自治体向けに実
施した橋梁へのセンサの取付けに関す
るアンケート調査（自治体橋梁における

n=128

橋梁点検業務実態調査）においては、セ

無し, 94.5%

ンサの取付けを行っている自治体は約
３％に過ぎず、財源問題や法令が変更さ
れ一巡目の点検であることが影響して
いると分析されている（図表３．22）。
また、センサによるモニタリングへ

資料：（一社）次世代センサ協議会（ 2016）「自治
体橋梁における橋梁点検業務実態調査」

の期待としては「コスト削減」、「損傷の進行状況の把握」が多く、「モニタリン
グの必要は無い」との回答は少数であった（図表３．23）。
図表３．23

橋梁のセンサによるモニタリングへの期待

（件）

12

11
10

10
8
8
6
6
4

4

4

3
2

2

2

2
0
コ
ス
ト
削
減

損
傷
の
状
況
の
把
握

健
全
性
判
定

点
検
精
の
度
信
向
頼
上
性
・

損
傷
の
検
証

パ
ラ
メ
ー
タ
の
計
測

目
視
で
困
難

異
常
時
発
間
見
短
ま
縮
で
の

損
傷
原
因
の
追
及

必
要
は
な
い

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の

そ
の
他

資料：（一社）次世代センサ協議会（ 2016）「自治体橋梁における橋梁点検業務実態調査」
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用途：④生産システム

３．２．４．生産システム
ａ．分野動向
生産システムにおいては、各種センサから収集される操業・生産プロセスに
関するデータ、生産計画や在庫等の生産管理データ、工場から配信される需要
データが活用されている。IoT（M2M）を利活用したこれらのデータ連携により、
自律的な工場内および工場間のシステムが構築され、生産活動全般の 更なる効
率性向上へと繋がることが期待されている。
2016（平成 28）年に実施した「IoT の進展による地域経済への影響調査」に
おける中国地域の製造業企業に対するアンケート調査では、回答企業の約６～
７割の企業がセンサによるデータの収集、工場設備のネットワーク化・制御、
データ分析・予測へ興味を示しており、高い関心が伺える（図表３．24）。特に
少量多品種生産を行っている企業にその傾向が強い。
図表３．24

IoT によるデータの収集・活用状況〔製造業〕

生産設備の動作に関するデータの収集
（n=309)

24.9

5.2

34.0

35.9

見える化
工場、執務室の環境データの収集（n=309）

14.9 1.6

35.9

工場の生産設備のネットワーク化（n=308）

18.2 4.9

外部ネットワークによる情報共有化（n=308)

20.1 2.6

47.6

39.6

37.3

繋げる
30.5

46.8

制御
収集データの生産プロセス改善への利用
（n=307）

13.7 6.8

生産設備の故障予知、予知保全（n=307)

9.42.9

50.2

29.3

分析・予測
58.3

29.3

IoT 利活用
進展

＜参考＞

少量多品種生産（n=306)
n=73

23.9

0%
実施している

実施計画がある

3.3

20%

34.6

40%

38.2

60%

可能であれば実施したい

80%

実施予定なし

資料：ちゅうごく産業創造センター（2017）
「IoT の進展による地域経済への影響調査」
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100%

用途：④生産システム

ｂ．センサ関連の現状・動向
工場等で利用されるセンサは、あらゆる事象を対象とする中で応用分野ごと
にそれぞれの特徴を活かし利用されている（図表３．25)。
図表３．25
応用分野

製造業におけるセンサの応用分野と種類
センサの種類

CMOS

マーケティング

○

生産性向上

○

赤外線

超音波

位置

○

○

自動化

省エネ

電流

○

○

ガス

RFID
○

○

○

○

○

品質向上
監視、保守

流量

○

システム制御
物流管理

圧力

○
○

○

○

○

○

○

○
○

資料：（一財）電子情報技術産業協会（2017）「2026 年までの電子部品技術ロードマップ」

例えば、ディスクリート（組立加工）型製造業では、生産ラインにおける生
産・検査業務の自動化、品質向上のため多様なセンサが導入されている。例え
ば、位置センサ、超音波センサなどが生産ラインに設置されるとともに、ロー
タリエンコーダ、圧力センサは製造装置や産業用機器で多く利用されている。
プラント型製造業では、原料や商品となる流体・粉体の計測用途で用いられ
ている。流量センサ、位置センサなどが基本的な計測装置として、石油化学、
エネルギーなどで利用されている。また、熱電対（温度センサ）も半導体製造
装置で多く利用されている。
さらに、ガスセンサ、ほこりセンサは、生産現場における安全性確保、職場
および周辺地域への環境対策といった用途で利用が拡大している。
以上のような生産プロセスにおけるセンサに対する需要は基本的に は設備投
資循環に大きく影響を受ける。
また、足下のトレンドとしては、IoT を利活用したものづくりへの関心が高ま
っている。IoT を利活用したものづくりが従来の取組みと異なる点は、見える化
等も含め主に専用のネットワークの構築等にみられるように「個別（部分）最
適」による競争力強化を推進してきたことにある。
これに対し IoT を利活用したものづくりは“つながり”により「全体最適」
指向が強まっている点が最大の特徴といえ（図表３．26）、情報を統合的に収集、
分析することにより、設備稼働・作業等の効率化を図っている。
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図表３．26

ものづくり型の一形態（イメージ）

従来のものづくり（工場）

IoT を利活用したものづくり（工場）

様々なシステムが孤立した状態

ネットワークを通して統合された状態

生産管理
システム

MES (Manufacturing
Execution System)

生産管理
システム

MES
入退室管理
システム

検査装置
検査装置
PLC (programmable

PLC

入退室管理
システム

logic controller)

Ａ社製
設備

PLC

Ｂ社製
設備

PLC

Ａ社製
設備

個別最適

Ｂ社製
設備

全体最適

“つながる”～工程間、工場内、工場間、企業内、企業間
・生産ラインに係るデータのリアルタイム収集・解析（企業内で“つながる”）
・SCM 及び PLM のデジタルデータによる統一的な運用・高度化（他企業間と“つ
ながる”）
・マーケットニーズに係るデータのリアルタイム収集・解析（市場と“つながる”）
・オープンイノベーション
（自前主義の打破、経営資源の集中、経営スピード化：マインドセット）
資料：ちゅうごく産業創造センター（ 2017）「IoT の進展による地域経済の影響に関する調査」

具体的には、イメージセンサによる遠隔工場の作業進捗のリアルタイム監視や
AI 等を活用した作業パターンの学習、パターンをモデル化した最適化への取組み、
加速度センサ・温度センサ等のデータをもとにした故障・不具合を把握・予測す
る予知・予防保全の取組みなどがみられる。以下、予防保全の事例を示す。
（参考）予知保全の例（三浦工業）
三浦工業（愛媛県松山市）の主力製品は「小型貫流ボイラ」であり、大型ボイラと
は異なり、専門技師が不要で導入しやすいものである。ボイラの販売時に保守サービ
スをセットで契約し、３年分のサービス料金を前払いで受け取る。定期点検や故障時
の部品・製品交換を包括的に請け負う。「小型貫流ボイラ」では国内シェア５割強を
誇る。
同社は、1989（平成元）年より顧客が使用しているボイラに埋め込んだセンサから
通信回線を介してデータを収集している。同社のオンラインセンター（ZIS オンライ
ンセンター）で稼働状態を監視し、ボイラの内部温度や出力などをリアルタイムで見
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られる（オンライン・メンテナンス：図表３．27）。さらに、異常が感知されれば、
メ ン テ ナ ン ス 要 員 を 派 遣 し 、 ボ イ ラ が 故 図表３．27
障・停止する前に、メンテナンス対応がで

オンライン・メンテナンス

きるようになっている。
現在、日本国内に約 100 カ所のサービス
拠点を設置し、サービスエンジニア約 1,000
人を擁し、同社が販売した 5 万 5,500 台の
ボイラをオンライン・メンテナンスしてい
る。保守契約の信頼性が向上し、有償メン
テナンス保守契約の契約率が向上した。
以上のようなオンライン・メンテナンス
は売上の増加・雇用の拡大に寄与するとと
もに、計画的なメンテナンスが可能とな

資料：三浦工業

り、労働環境の改善・離職率の低下にもつながっている。
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３．２．５．医療・ヘルスケア
ａ．分野動向
長期的な少子・高齢化の進展する中、短・中期的には特に団塊の世代が後期
高齢者（75 歳以上）となるいわゆる「2025 年問題」への対応が求められている。
そこでは、健康寿命を引上げるとともに、老化や病気・怪我などで移動や動
作に不安を抱えている人々が今以上に不自由なく 生活をおくれる社会を実現す
ることも重要となっている。
このような社会を実現するためには
・医療の高度化（医療技術の進歩）
・医療費の削減
・介護負担の低減（人的・経済的）
・高齢者の社会参加
などが求められるが、低コストでより品質の高い医療・介護 サービス・機会を
提供するためにセンサ技術の果たすべき役割は小さくないと考えられる。
さらに、他国に先駆けて高齢化社会を迎える我が国 は技術革新を実現し、ト
ップランナーとして生み出した技術や作り出した社会システム、培ったノウハ
ウを他国の高齢化に役立てていくことが期待される。
センサ技術、ICT による品質の高い医療・介護サービスの提供の参考として
2010（平成 22）年に策定された「技術ロードマップ（経済産業省）」における「2030
年のくらしと医療機器」を図表３．28 として記載する。
（参考）図表３．28

2030 年のくらしと医療機器
主な内容
・通信・アラート機能付きバイタル
センサによる日々の健康チェッ
クや見守り
・健康・予防サービスの双方向コミ
ュニケーション
・健康・医療情報は遺伝子情報を含
めて個人が管理する
・匿名化され蓄積されたデータが有
効に活用される
・健康データを管理・活用するビジ
ネスが拡大する

資料：経済産業省（2010）「技術戦略マップ」
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ｂ．センサ関連の現状・動向
医療・ヘルスケア分野における「センサ関連の現状・動向」について本項で
は「検査分野」、「診断分野」における事例を中心に述べる。
（ａ）検査分野
検査分野では、センサで収集した生体情報に関する解析技術に加え、その前
段階である生体情報の収集に関して非接触・非侵襲（もしくは低侵襲）で取得
しようとする動きが進展している。
これまで生体情報を測定するためには、被験者の動きを拘束したり、電極を
体に貼り付けたり、あるいは苦痛や不快感を与えたりする方法を取らざるを得
ない場合が多かった。
これに対し、非接触・非侵襲の測定は、測定されていることを被験 者がほと
んど意識することがない。正確さと利便性を兼ね備えた手法であり、 健康状態
を常時モニタリングするためにも必要な技術である。
研究開発中の検査も含むが、図表３．29 に検体から推定の可能性がある疾病
例を参考に記載する。早期発見には診断の頻度を上げることがポイントである。
そこで既存の血液・尿検査から手軽に採取できる涙や唾液など検体の拡大が進
んでいる。
図表３．29
項

目

生活習慣病

検体から推定の可能性がある疾病例
血液

尿

表皮

唾液

涙

呼気

糖尿病

○

○

○

○

○

○

高血圧

○

痛風

○

○

○

認知症

○

○

がん

○

○

○

○

低侵襲・非侵襲
資料：各種資料より作成

非接触・非侵襲の測定の事例としては、イメージセンサで被験者を撮影する
だけで、心拍や脈拍を測定できる技術が開発されている。画像処理技術を応用
し、顔の動画の色成分を解析することで、脈拍を検出する。
また、血糖値を計測できるソフトコンタクトレンズ型グルコースセンサなど
も開発されている。
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（参考）非侵襲検査の例（東京医科歯科大学）〔涙による血糖値のモニタリング〕
東京 医科 歯 科大 学 では 付 けて いる だ けで 血 糖値 を 計

図表３．30 ソフトコンタクトレンズ

測で き る ソ フ ト コン タ ク トレ ン ズ型 グ ル コー ス セ ン サ

型グルコースセンサ

を開発している（図表３．30）。これは、生体システム
を利用したバイオセンサであり、コンタクトレンズ上に
はブドウ糖を認識する素子（グルコース酸化酵素）が固
定されており、涙の中のグルコース（血糖）を計測する。
涙は た だの 水 で はな く 、 血液 成 分が 少 し 含ま れ た 液 体
で、涙液中のグルコースと血糖値に相関がある。このセ
ンサ を 用い る こ とに よ り 従来 の 血糖 値 測 定の よ う に 採
血する必要がない。目でのセンシングが可能になればそ
の他の感覚器でのセンシングへの応用も見込まれる。

資料：東京医科歯科大学ホームページ

（ｂ）診断分野
診断分野においても客観性の高い数値で判断ができるセンサデバイスを活用
した検査法の開発が活発になっている。
例えば、アルツハイマー病の早期診断にはスクリーニング検査として、血液
検査、画像診断、脳脊髄液検査などが行われるが、基本的な検査手法は被験者
に対しての質疑応答となる。この場合、専門医師との問答方式のため鑑別者の
個人判断が入込む余地があったが、これに対しセンサを用いた客観性の高い検
査法が開発されている。
（参考）客観性の高い検査法（国立長寿医療研究センター）
国立長寿医療研究センターと日立製作所は「指タッピング運動パターン」から認知症診
断を行うシステムを共同開発している。認知症患者の親指と人差し指の両手の指タッピン
グ運動は健常者とは異なり、同期がとれず左右ずれが生じる。このパターンを精度よく検
知、解析することによりアルツハイマー病の確定、重症度の判定が可能になった。
指タッピング検知には磁気センサが使用され振幅、間隔、位相差、接触時間等を精度よく
測定することにより、認知症の早期診断の簡易検査法として期待されている（図表３．31）。
この他にも認知症患者の運動機能、姿勢等を加速度センサ、角速度センサ等で精密に測
定することで病気の確定と症状の度合いを判定する手法の開発も行われている。

図表３．31

指タッピング運動パターン検知装置

資料：国立長寿医療研究センター

ホームページ
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３．３．センサの市場動向
今後、１台の機器に搭載されるセンサの種類や個数も増大していく とともに、
IoT 社会が本格的に到来すれば、センサの重要性はますます高まり、巨大市場の
形成が見込まれる。本項ではそのような状況について統計データをもとに確認
していく。
３．３．１．電子情報産業全般
センサに関する生産・出荷データは行政機関の統計データ（経済産業省「生
産動態統計調査」等）では把握しづらいため、業界団体である （一財）電子情
報技術産業協会のデータを用いる。
統計データ上、「センサ」は「電子部品」に属し、「電子部品」は「電子情報
産業」に属することとなる（図表３．32）。
図表３．32

電子情報産業におけるセンサの位置付け

約 3 兆円

22 兆円
電子情報産業

電子部品

281 兆円

IT ｿﾘｭｰｼｮﾝ

36.７兆円

通信機器

（13%）

8.4 兆円
（38%）

ｾﾝｻ

1.7 兆円
（47% ※ ）

受動部品（ｺﾝﾃﾞﾝｻ、抵抗
器、ﾄﾗﾝｽ、ｲﾝﾀﾞｸﾀ）

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀお よ び 情 報 端

接続部品 （ｽｲｯﾁ、ｺﾈｸﾀ）

末
半導体

その他電子部品
（電源部品、高周波部品）

AV 機器
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃﾞﾊﾞｲ

その他変換部品（音響部
品、アクチュエータ）

ｽその他電子機器
：世界市場規模

：日系企業の市場規模（世界シェア）

資料：（一財）電子情報技術産業協会（2017）「電子情報産業の世界生産見通し」
※電子情報産業、電子部品の世界市場規模は 公表のドル表示に、同じく公表の平均為替相場より算出
※センサの日系企業世界シェアは（一財）電子情報技術産業協会（2015）
「 注目分野に関する動向調査 2015」

最終財である「通信機器」、
「コンピュータおよび情報端末」、サービスである
「IT ソリューションサービス」、中間財である「半導体」、
「電子部品」等を合わ
せた電子情報産業の世界市場は 281 兆円〔2016（平成 28）年実績〕であり、そ
のうちセンサの属する「電子部品」は 22 兆円と電子情報産業の約８％を占めて
いる（図表３．33）。
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図表３．33

電子情報産業の世界生産額〔2016（平成 28）年〕
単位（兆円）

14
ソリューションサービス

79

56

半導体
ディスプレイデバイス
電子部品

世界生産額

その他電子機器

281兆円

コンピュータおよび情報端末

46

通信機器

37

AV機器

14

22

13

資料：（一財）電子情報技術産業協会（2017）「電子情報産業の世界生産見通し」

電子情報産業の分野別の日系企業のシェアをみると電子産業全体では 13％で
あるが、電子部品が 38％と最も高い競争力を有していることがうかがえる（図
表３．34）。
図表３．34

日系企業のシェア〔2017（平成 29）年見込み〕
電子産業

計

13%

電子部品

38%

AV機器

27%

その他電子機器

17%

ディスプレイデバイス

13%

コンピュータおよび情報端末

12%

半導体

11%

ソリューションサービス
通信機器

9%
4%

0%
10%
20%
30%
資料：（一財）電子情報技術産業協会（2017）「電子情報産業の世界生産見通し」

40%

３．３．２．電子部品
「センサ」の属する「電子部品」の日系企業のグローバル出荷額の内訳をみ
ると「センサ」は約 10％を占めている（図表３．35）。また、センサの世界生産
（出荷）額は概ね３兆円程度であり、電子情報産業の１％程度を占めるものと
見込まれる。
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図表３．35

電子部品出荷額の内訳〔2016（平成 28）年〕
センサ

10%
18%

その他変換部品（音響部品、アクチュエー
タ）

11%

受動部品
（コンデンサ、抵抗器、トランス、インダク
タ）
接続部品
（スイッチ、コネクタ）

27%
34%

その他電子部品
（電源部品、高周波部品）

資料：（一財）電子情報技術産業協会（2017）「電子部品グローバル出荷統計」

３．３．３．センサの世界需要の見通し
ａ．全体
センサの世界需要数は 2014（平成 26）年の 532 億個から 2020（平成 32）年
に 913 億個、2025（平成 37）年には 1,522 億個に達し、年平均 10％の増加が見
込まれている（図表３．36）。ちなみに、Tri1lion Sensors Universe の 10 年後
の 2020 年代半ばに１兆個という数値より低めの値となっている。
ｂ．センサ種類別
種類別でみると 2025（ 平成 37）年の金額ベースでの最大構成は位置センサで、
数量では温度センサとなる（図表３．36）。位置センサはタッチパネルや自動車・
ロボット用等を中心とした需要増が期待でき、高成長が 見込まれている。温度
センサはモバイル機器から産業機器に至るあらゆる機器の熱対策に加えて、ヘ
図表 ３．36

センサの世界需要見通し（センサ種類別）

〔金額〕

〔数量〕
億個

兆円

10

9.0

9
8

5.2

5

3
2
1
0

3.1

0.6

2.8

1.7

音・超音波センサ
磁界センサ

1,000
800

温度センサ

600

光度センサ

400
200
0

2014

その他のセンサ

年平均
10％増

1,200

慣性力センサ

位置センサ

2.9

1.1

化学センサ

圧力センサ

1.7

0.3
0.6

1,400

磁界センサ

1.2

6

その他のセンサ
音・超音波センサ

年平均
11％増

7

4

1,522

1,600

20

25

年

913

616

慣性力センサ

532
167

温度センサ

329

圧力センサ

414

位置センサ

281

174
86

131

215

2014

20

25

資料：（一財）電子情報技術産業協会（2015）「注目分野に関する動向調査 2015」
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化学センサ

光度センサ
年

市場動向

ルスケア、農業・環境・社会インフラ監視用途で増加すると見込まれている。
ｃ．企業系列別・地域別
企業系列別でみると日系企業のシェア（金額）は 2014（平成 26）年の 47％か
ら 2025（平成 37）年の 42％とほぼ横ばいであり、引き続き世界的に高い競争力
を有する分野であると見込まれている（図表３．37

左図）。

仕向地の地域別（数量）では 2014（平成 26）年から 2025（平成 37）年にか
け、中国からアジア・パシフィックへと首位が交代する。ただしアジア・パシ
フィックは年平均 16％程度、中国は 10％程度の高い伸び率を維持する。一方、
同期間における日本の伸び率は２％程度であり、緩やかな伸びにとどまると み
られている（図表３．37

右図）。

図表３．37

センサの世界需要見通し

〔企業系列別（金額）〕
兆円

海外企業

10

〔地域別（数量）〕

日系企業

700

9.0

9
年平均
11％増

7
6
4

3

2.8

2

1.5

0

1.3

5.2

14%

12%
10%
8%

300
199.2

200

3.8
2.3

42%

43%

100

20

143.4

99.8
73.2

6%
102.2
100.2
64.8
51.5

0

25

年

中国

アジア・
パシフィック

米州

欧州

資料：（一財）電子情報技術産業協会（2015）「注目分野に関する動向調査 2015」

ｄ．需要部門別
需要部門の中で最大構成であり、2025（平成 37）年に向けて高い成長を示す
のが自動車・物流・交通用センサである。一方、規模は小さいものの大きな成
長を期待できるものとして農業・環境・防災用センサとなっている。交通の安
全・自動運転・無人化用途やインダストリ 4.0 等の産業イノベーション用途、
農業・環境・社会インフラ監視用途などで大きな需要拡大が期待 される（図表
３．38）。
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2%
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18%
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2024年（左軸）
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600

8

1

2014年（左軸）
年伸び率（右軸）

億個

市場動向

図表３．38

センサの世界需要見通し 〔 需要部門別（数量）〕
2014年（左軸）

億個

400

年伸び率（右軸）

2024年（左軸）

367

350

310

309

300
250
200

158

123

150
85

100
50

2 11

6

28

72
8

32

4 17

95

93

58

42

21

81
35

26

61
5 7

0

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

資料：（一財）電子情報技術産業協会（2015）「注目分野に関する動向調査 2015」

３．３．４．日系企業のセンサの出荷実績
ここでは対象を日系企業の出荷状況に絞ってみていく。
ａ．出荷額の推移
2016（平成 28）年におけるセンサの世界出荷数量は、244 億 9,468 万個、対
前年比▲10％減となった。金額は、1 兆 7,467 億円、対前年比▲６％減となった。
ただし、５年前の 2011（平成 23）年と比較すると、金額・数量とも２倍程度の
数値となっている（図表３．39、３．40）。
図表３．39

日系企業のセンサ世界出荷数量（2009 年～2016 年）

億個

300

271.3
251.0

250

244.9

227.9
209.3

200
150
100.8

116.9

127.8

100
50
0
2009

10

11

12

13

14

15

16 年

資料：（一財）電子情報技術産業協会（2017）「JEITA センサ・グローバル状況調査」
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市場動向

図表３．40

日系企業のセンサ世界出荷金額（2009 年～2016 年）

億円

20,000

18,490

18,000

17,468

16,000
13,173

14,000

11,239

12,000
10,000

8,000

7,901

8,585

9,792

8,839

6,000
4,000
2,000
0
2009
10
11
12
13
14
15
16 年
資料：（一財）電子情報技術産業協会（2017）「JEITA センサ・グローバル状況調査」

図表３．41 日系企業のセンサ世界出荷内訳（金額）
〔センサ種類別：2016（平成 28）年実績〕

ｂ．センサ種類別
センサ種類別では金額 ベース
ではイメージセンサ等の光度セ

圧力セン
サ, 5%

ンサが最も多く、次いで位置セ

その他セン
サ, 3%

温度セン
サ, 5%

慣性力セン
サ, 6%

ンサとなっている（図表３．41）。
前年と比率を比較すると、光

磁界セン
サ, 9%

度センサ（前年 51％→49％）、

光度セン
サ, 49%

出荷金額
1.7兆円

位置センサ（前年 27％→23％）
の比率が減少し、磁界センサ（前

位置セン
サ, 23%

年 ６％→９％）が増加する結果
となっている。

資料：（一財）電子情報技術産業協会（2017）
「JEITA センサ・グローバル状況調査」

ｃ．センサ種類・企業系列別

図表３．42 日系企業の日系センサメーカ世界シェア

横軸に世界市場規模（金

〔2014（平成 26）年：金額実績〕

額）、縦軸に日系企業シェア

80%

（金額）として、各センサ種

70%

類別の状況をプロットした。

60%

温度センサ

右上に行くほど規模・シェア
とも高くなり、企業にとって
好ましい状況となる（図表３．
42）。日系企業のシェアは全
体で 47％である。日系シェア
が高いセンサは、サーミスタ
などの温度センサで 72％、イ

高
シ
ェ
ア

光度センサ

日 50%
系
シ
40%
ェ
ア
30%

全体

音・超音波センサ

位置センサ

慣性力センサ
圧力センサ
磁界センサ

20%

市場規模大

化学・バイオセンサ

10% その他センサ
0%
0

2,000

4,000

6,000

8,000

市場規模（億円）
資料：（一財）電子情報技術産業協会（2015）
「電子情報産業の世界生産見通し」
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10,000

市場動向

メージセンサなどの光度センサで 67％、角度や長さや距離を測定する位置セン
サで 37％となっている。市場規模との関連では光度センサが市場規模も大きく、
シェアも高い状況がうかがえる（図表３．42）。一方、化学・バイオセンサは低
いシェアにとどまっている。
ｄ．用途別
用途別の金額ベースでは通信
機器・スマートフォン用が過半数
を占めており、次いで自動車・交
通用、コンピュータ情報端末用と
なっている。（図表３．43）。

図表３．43 日系企業のセンサ世界出荷内訳（金額）
〔用途別：2016（平成 28）年実績〕
医療・ヘル
スケア用, その他, 5%
4%
ＡＶ機器用,
5%
ＦＡ・オー
トメーション
用, 5%
汎用, 7%

前年と比率を比較すると、通信
機器・スマートフォン用（前年
56％→51％）が減少した一方で、

出荷金額
1.7兆円

コンピュー
タ・情報端末
用, 8%

通信機器・
スマートフォ
ン用, 51%

自動車・交
通用, 15%

コンピュータ情報端末用（前年
３％→８％）が増加する結果とな
っている
ｅ．形状別
形状別の金額ベースではセン

資料：（一財）電子情報技術産業協会（2017）
「JEITA センサ・グローバル状況調査」

図表３．44 日系企業のセンサ世界出荷内訳（金額）
〔形状別：2016（平成 28）年実績〕

サデバイスが 59％を占め、次いで

センシング
システム・セ
ンサ装置,
2%

センサモジュール・センシングユ
ニットが 39％となっている。（図
表３．44）

センサモ
ジュール・セ
ンシングユ
ニット, 39%

前年と比較するとセンサデバ
イス（前年 54％）の比率が増加す
る結果となっている。最終財であ

出荷金額
1.7兆円

センサデバ
イス（単体セ
ンサ）, 59%

るセンシングシステム・装置は
２％と低い値となっている。
資料：（一財）電子情報技術産業協会（2017）
「JEITA センサ・グローバル状況調査」
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技術動向（トレンド）

３．４．センサの技術動向
３．４．１．基本的な技術トレンド
近年の高度情報化社会においては、半導体技術の進化による電子システムの高
度化に合わせ、センサも機能の高度化が要求されている。例えば、信号処理機
能の一体化によるインテリジェント化、検出素子のアレイ化、異種の検出素子
の複合化さらにシステム化する方向にある。
こうした中、近年の大きな技術トレンドとして図表３．45 にみられるように
「小型化」、「低価格化」、「低消費電力化」があげられる。本項では、それらの
トレンドを中心に説明していく。
図表３．45
区

分

チップの大きさ
（ダイ表面積）
～加速度センサ～

平均販売価格
単位生産量
消 費 電 力
※１ドル=110 円で換算

センサの小型化・低価格化・低消費電力化
2000 年

2010 年

将来（2020 年頃）

10mm 2

2～4mm 2

1～2mm 2

$3 以上
（約 330 円以上）
35
0.1mW

$0.70
（約 77 円以上）
771
0.05mW

$0.50
（約 55 円以上）
2500 より大
0.05mW 未満

資料：Yole Développement 資料をもとに作成

ａ．小型化
センサの小型化は継続的に進展しており、それには 1980 年代に実用化された
MEMS 10センサの登場が大きく寄与している
そもそもアプリケーションに搭載されるセンサは小型であるほど、よりアプ
リケーションの設計の自由度を高め、競争力の向上につながる ため、基本的に
センサはより小型化に向けた技術開発が目指されることが多い。
フランスの調査会社である Yole Développement の調査によれ、例えば、ば３軸
加速度センサは 2000（平成 12）年 10mm2→2010（平成 22）年 ２～４mm2→2020
（平成 32）年 １～２mm2 と着実に小型化することが見込まれている（図表３．46）。
IoT 社会においてはセンサの小型化は必須となる。設置場所の大きさに関する
制限が緩和されることにより、あらゆる“モノ”にセンサを設置できるように
なるとともに、センサのネットワーク化によりデータ収集やコントロールが可
能になり、累乗的な便益の増加がもたらされることが期待されている。
また、従来ではネットワーク化が難しかった機器、例えば、コンタクトレン
ズ、歯ブラシなどを活用した低侵襲検査によりデータ収集することも可能にな
ってくる。
さらに、小型化はただ製品を小さくするだけではない。駆動する部品が小さ
10

メムス：Micro Electro Mechanical Systems、「3.4.2.MEMS 参照」
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技術動向（トレンド）

ければ、当然、低消費電力化を実現でき、センサの感度も高まる。加えて、軽
量化も図られるなど複数のメリットが得られる。
図表３．46

パッケージサイズの推移（イメージ）

2008

2010

3×5
mm 2

加速度センサ
磁気センサ

2009

4×4
mm 2

2011

2012

3×3
mm 2

2.5
×2.5

3×3
mm 2
3×3
mm 2

6 軸 電子ｺﾝﾊﾟｽ
4×4
mm 2

6 軸 IMU

1. 4
×1. 4

1. 6
×1. 6

4×4
mm 2

2×2
mm 2

2.2
×2.2

2×2
mm 2

3×3
mm 2
4×4
mm 2

9軸

2014
1. 6
×1. 6

2×2
mm 2

2×2
mm 2

角速度センサ

2013

2.4
×2.4

3×3
mm 2

資料：Yole Développement 資料をもとに作成

その一方で、耐久性・信頼性が重視される分野、小型化の要請が少ない分野
におけるセンサの小型化の進展は、一定の水準でとどまると推測される。例え
ば、宇宙・航空用途などにおいては小型化をより一層追及するよりも、耐久性・
信頼性と小型化の両立するセンサの開発が求められている。
ｂ．低価格化
米国の半導体調査会社である IC Insights が 2016（平成 23）年に実施した調
査によるとセンサ販売平均単価は 2011（平成 23）年以降、継続的に低下してい
る（図表３．47）。
図表３．47
（単位：10 億）

金額（左軸）

センサ単価の推移
数量（左軸）

資料：IC Insights 社資料 ※2016 年以降は予測値

- 79 資料：Business Intelligence（2015）
「THE INTERNET OF EVERYTHING」

平均単価（右軸）

技術動向（トレンド）

センサ販売の数量ベースでは、2010（平成 22）－2015（平成 27）年の平均成長
率は 20.5%であり、2015（平成 27）－2020（平成 32）年も引き続きは 12.4%と２
桁成長が予測されている。一方、センサ販売の金額（ドル）ベースは平均単価の
低下により、数量ほど高くなくセンサの 2010（平成 22）－2015（平成 27）年の
年平均成長率は 8.9%であり、2015（平成 27）－2020（平成 32）年は 5.3%と更に
低下すると同社は見ている。
センサ価格には需給要因をはじめ様々な要因が寄与するものと考えられるが、
センサ需要が急速に増大する中、価格が低下している状況に関連して、同社は
「大量消費分野での低価格センサへの要求」、「一部センサでの急激な（価格）
低下」との言及をしている。
その他の価格低下の要因として参入メーカの増加による競争激化や、スケー
ルメリットによる価格下降、技術革新によるコスト低下といったもの が一般的
に考えられる。その一方で参入メーカが限定されているセンサ、既に価格の下
降が限界まで達した市場、成熟・衰退市場については、価格が横ばいとなる状
況も存在している。
さらに、汎用センサから耐久性や特殊な形状へのカスタマイズなど付加価値
の高い製品へのシフトやモジュール化・装置化を図ることで利益率を維持しよ
うとするメーカもみられる。
ｃ．低消費電力化
家電など安定した電力供給が受けられるセンサでは問題とならないが、ウェ
アラブルデバイスなどの持運型の小型デバイスや道路・トンネルなどのインフ
ラ設備のセンサデバイスにおいては、電源供給手段として電池の使用が想定さ
れるため、定期的な交換に要する作業コストを考えると、長期間の安定した電
源供給に加え低消費電力化が求められる。
前述した小型化も低消費電力化

図表３．48

ST Microelectronics 製

６軸センサ

に寄与する。例えば、半導体センサ
の大きさが 1/αになれば消費電力
も 1/α 2 と な る こ と が 見 込 ま れ る
（ただし、リーク電流や素子バラつ
きなどで、実際の消費電力はここま
で低下しない）。
また、持運型の小型デバイスなど
は、バッテリーの都合上、一度に消

資料：ST Microelectronics 社

製品パンフレット

費できる電力が限られている。そう
した機器に搭載されるセンサでは、消費電力の少なさは製品の訴求力につなが
ることもあり、多くのメーカが消費電力の少ないセンサの開発に取組んでいる。
- 80 -

技術動向（トレンド）

例えば、ST Microelectronics 社は従来品に比べて消費電力が 50％削減された６
軸（加速度＋角速度）センサモジュールを発売している （図表３．48）。
さらに、電池不要のセンサも実用化に向かっている。 エナジーハーベスティ
ングは、小さな力の変化を電力に変える技術であり（図表３．49）、欧州の EnOcean
Alliance が技術の標準化を進めている。例えば、ボタンを押したときの力の変
化で電力を発生させ、このタイミングで操作指示のデータを送るといった具合
である。
一方で、電源確保が容易な自動車（EV を除く）や産業用機器等では低消費電
力化よりも、信頼性や耐久性といった要素が重視されやすい。
図表３．49
発電量

エナジーハーベスティング技術

センサ等

環境発電対応範囲

光位置
半導体圧力
1ｍＷ

音声（マイクロホン）
漏液（リーク）、液検知（レベル）
地震

太
陽
光

流量
100μＷ

CO 2
無線通信モジュール
磁気
光

10μＷ

振
動
温
度

温度
加速度
圧力

資料：各種資料より作成

ｄ．高精度化・新素材
以上の３つの項目以外には、アプリケーションにおける精密・高性能な製品
のベースとなる、センサの測定精度の向上、分解能の高いセンサの開発、温度、
圧力センサなどにおける測定対象・範囲の拡大などの取組みも進められている。
加えて、新たな素材を用いたセンサの開発も行われている。例えば、グラフ
ェン、グラファイトなどの炭素系素材を材料としたセンサの開発が報告され、
今後も炭素系素材を中心とした新素材を用いたセンサの開発が期待されている。
以上のような「小型化」、「低価格化」、「低消費電力化」、「高精度化」等 の近
年のトレンドはトレードオフの関係ではなく、イノベーション等により同時進
行的に実現化されている。
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技術動向（MEMS）

３．４．２．MEMS
本項ではセンサの小型・軽量化、高感度化等に寄与する MEMS（Micro Electro
Mechanical System：メムス）技術について説明する。
ａ．MEMS の概要と特徴
（ａ）MEMS とは
MEMS とは「超小型電気機械システム」の意味で、シリコン基板やガラス基板、
あるいは有機材料などの上に、機械要素部品としてのセンサ、ア クチュエータ、
電気回路などをひとまとめに搭載したデバイスを指す（全長が㎜単位、その中
の部品は㎛単位）（図表３．50）。
図表３．50

MEMS とは

資料：NEDO 発表資料

MEMS は各種の最終製品に組込まれ高付加価値化のキーデバイスとなっており、
最近では「産業のマメ」と言われている（ちなみに半導体は「産業のコメ」）。
ちなみに、MEMS とは米国でよく使われている名称であり、欧州では「MST 11」、
日本では「マイクロマシン」と呼ばれることもある。
（ｂ）MEMS の特徴
MEMS は主に半導体微細加工（一括加工）技術を用いて作るため超小型で、 非
常に高精度・高品質な機構部品が得られるという特徴がある。 一つの部品を作
るのと同じ手間と時間で沢山の構造を同時に作りこむことができ、従来より大
量・低コストでの生産が可能となる。
さらに、MEMS は一つの基板にセンサや信号回路、アクチュエータなどが搭載
された３次元の構造体であり、入出力が電気信号以外にエネルギーや機械変位、
物理量など、多岐多様にわたることも大きな特徴と言える。
11

Micro System Technology
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また、MEMS には「微小化」、「並列化」、「集積化」といった特徴もある。MEMS
はデバイスの微小化が可能であるため、狭いケースに収まったり、狭い場所で稼
働することもでき、携帯機器や複雑な装置内部の保守検査機械などに適している。
加えて、同じセンサやアクチュエータなどの要素をたくさん並べ協働させること
で、ひとつの要素では得られない高機能・高性能を引き出すこともできる。
図表３．51 に IC（集積回路）と MEMS との違いを比較する。集積回路の場合
には多数のトランジスタ回路で機能を実現するのに対して、MEMS ではセンサや
アクチュエータなどの色々な要素を用いるため、機械・電気・光・材料などさ
まざまな知識を融合する。前者では要素の数が膨大で複雑なのに対し、後者で
は多様な知識がいる点で複雑である。
また、IC では集中的に巨額の設備開発投資を行い、量産効果を生かして短期で
投資を回収しながら再投資を続ける。しかし、各社が一斉に設備投資を行い過剰
投資になる、いわゆる「シリコンサイクル」があり、しかも製品の寿命は短い。
これに対して MEMS は、設計・製造・パッケージング・テストが異なるため、
品種ごとに開発する必要がある。また少量でフォトファブリケーションの量産
効果が生かせない MEMS もある。しかし、システムの鍵を握る部品として使われ
ることが多く、付加価値が高い。製品寿命も長く、長期で投資を回収すること
になる。
図表３．51

MEMS 技術とアプリケーション

集積回路（IC）

MEMS

作業の独立性が高く分離可
回路設計が中心
〔２次元配線〕
要素数が膨大で複雑
標準プロセス装置（微細・高額）
〔最新設備による生産〕
ウェハ状態でプロビングテスト可
巨額の設備・開発投資、量産、集中設備
短製品寿命・投資短期回収、シリコンサイクル

作業間に関連があり分離困難
機械・電気・光・材料などの融合
〔３次元構造体〕
多様な知識が必要で複雑
専用プ ロセ ス装 置・パ ッケ ージン グ装 置・ テス
ト装置開発
〔一世代前の設備で生産可能〕
パッケージング後にしかできないテストが多い
多品種少量・付加価値大、分散製造
長製品寿命・投資長期回収、技術流出小

資料：（一財）電子情報技術産業協会（2012）「未来を創る半導体

IC Guide Book」をもとに作成

ｂ．適用デバイスとアプリケーション
MEMS 技術は様々なセンサに応用され、シリコンを材料とした MEMS センサには、
“物理センサ”としては圧力センサ、加速度センサ、角速度センサ、マイクロ
ホン、温度センサ、“化学・バイオセンサ”としては湿度センサ、DNA 分析チッ
プ、蛋白質分析チップ、血液検査チップなどがある。
ちなみに MEMS 技術は、センサだけに留まらず、光デバイス、高周波デバイス、
発電デバイス、流体・分析デバイス等でも活用されている。
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図表３．52

MEMS 技術とアプリケーション

資料（一財）マイクロマシンセンター（2016）「産業のマメ：MEMS（メムス）」

以上のような MEMS センサ技術は社会の様々な場面で応用されており、自動車、
情報通信、安全・安心、環境、医療等の分野におけるニーズに対応し、超小型･
高機能･高信頼性な多機能 MEMS デバイスの実用化が進んでいる（図表３．52）。
既に述べたように、例えば MEMS 圧力センサは自動車エンジンなどの圧力測定、
血圧計、気圧計、ガス圧計などに、MEMS 加速度センサは自動車エアバックの衝
撃検知、携帯電話、ハードディスク落下検知やアミューズメント分野など広く
普及している。
また、将来社会を展望すると、MEMS 技術は、特に、ナノテク材料技術、バイオ
技術と融合することにより、新たなライフスタイルを創造する MEMS センサの出
現が期待される。
ｃ．MEMS の製造方法
MEMS 製造プロセスである微細加工技術の流れを図表３．53 に示す。基本的に
は半導体プロセスと同様に「成膜」、「リソグラフィ」、「エッチング」を複数回
繰り返すが、三次元的な自立、可動マイクロ構造体（以下単にマイクロ構造体）
を作製するために行う厚さ数㎛以上の成膜、三次元的構造上でのリソグラフィ、
ディープエッチング、マイクロ構造体の基板からのリリースは MEMS プロセスに
特有のものである。
このような MEMS のプロセスは、基板自体をエッチングするか否かによって２
通りに分類される（図表３．54）。成膜した膜以外に基板自体もエッチングする
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図３．53

MEMS プロセスの流れ

ウェハ選定

リリース（自立構造形成）

成膜

ウェハ接合、ダイシング

パッケージング

リソグラフィ

デバイス

エッチング

資料：前田龍太郎ほか（2005）「MEM のはなし」、日本工業新聞社

方法をバルクマイクロマシニング 12、一方、成膜した膜のみをエッチングする方
法を表面マイクロマシニング 13と呼ぶ。
前者は設計の自由度が高く、アスペクト比が高い三次元的なマイクロ構造体
が容易に作製できる。しかし、ディープエンディングや結晶異方性エッチング
という半導体 IC プロセスにはない特殊なプロセスが必要である。このため、プ
ロセスの標準化が難しい、時間がかかる、装置自体が特殊など高コストになり
やすい。
一方、表面マイクロマシニングはプロセスを標準化しやすく、装置も半導体
IC プロセス用のものとほとんど同一である。プロセスの標準化が容易であるこ
とか らフ ァ ウン ドリ サ ービ スも 充 実し てお り 、極 論す れ ば設 備投 資 なし でも
MEMS の研究開発が可能である。しかしながら、バルクマイクロマシニングのよ
うな高アスペクト比構造の形成は困難である。
図表３．54

MEMS プロセス２つの作り方

資料：（一財）マイクロマシンセンター（2016）「産業のマメ：MEMS（メムス）」
12
13

Bulk Micromachining
Surface Micromachining
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ｄ．MEMS の市場動向
（ａ）市場動向
フランスの調査会社である Yole Développement が公表しているデータでは
MEMS 関連製品（センサだけでなく、RF スイッチ等を含む）市場は、2017（平成
29）年（見込値）では約 140 億ドルであるが、2022（平成 34）年には約 250 億
ドルと年率２桁以上の成長率となると見込んでいる（図表３．55）。
産業分野別では、自動車分野、情報通信分野の２分野が大きなウエイトを占
めるが、その他には精密機器分野、医療福祉器分野なども拡大がみられる とし
ている。
(単位：10 億ドル)

図表３．55

MEMS 市場（世界）の推移

年

資料：Yole Développement （2017）「Status of MEMS Industry Report」

センサ市場における MEMS の位置づけを確認すると、日系企業のセンサ出荷額
に占める MEMS 関連製品（センサ、モジュール）の割合は金額ベースで約８％約
５％程度となっている。一方、MEMS 関連製品に占めるセンサの割合は約 50％で
図表３．56 センサ市場における MEMS の位置づけ
〔センサに占める MEMS の割合（金額）〕
〔MEMS に占めるセンサの割合（金額）〕
MEMSセンサ,
7.6%

億個
億円

MEMSモジュー
ル, 0.4%

MEMS全体
31,263

35000
30000
25000

その他

20000

出荷金額
1.7兆円

MEMS全体
15,502

15000
10000

MEMS全体
7,227

5000
0

MEMSセンサ

15,606
8,434

3,680
2010

15

20

年

（左図）資料：（一財）電子情報技術産業協会（ 2017）「JEITA センサ・グローバル状況調査」
（右図）資料：（一財）マイクロマシンセンター（2012）「MEMS 関連デバイス国内市場予測」
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推移している（図表３．56）。
（ｂ）プレイヤ
MEMS 製 造 メ ー カ を み る と 、 上 位 は Bosch （ 独 ）、 BroadCom （ 米 ）、 Texas
Instruments（米）などの欧米勢が販売額の上位を占めている。日本メーカでは
デンソー、TDK、パナソニック、キヤノン、村田製作所が上位となっている（図
表３．57）。
なお、TDK には買収が決定されている前年８位の Invensense（米）等が含ま
れている。
図表３．57

MEMS 製造メーカ〔2016（平成 28）年〕

(単位：100万ドル)

1,200
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ANALOG DEVICES
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INFINEON TECHNOLOGIES

PANASONIC
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QUALCOMM/NPX

DENSO

KNOWLES ELECTRONICS

QOEVO

HEWLETT PACKARD

STMICRO ELECTRONICS

BROADCOM

TEXAS INSTRUNEBTS

ROBERT BOSCH

0

BOEHR IBGER INGELHEIM…

200

資料：Yole Développement （2017）
「Status of MEMS Industry report、Yole Développement 、update」
※赤枠内は日系企業
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３．４．３．プリンタブルエレクトロニクス
近年、MEMS とは全く別のアプローチで存在感を感じさせないセンサを作製す
る技術の開発が進んでいる。プリンタブルエレクトロニクス（ ＝プリンテッド・
エレクトロニクス）と呼ばれ、有機導電体や有機半導体などの材料を使い、印
刷技術によってモノの表面にセンサ機能を組込むものである。
プリンタブルエレクトロニクスは、材料や製造手法を新たに開発する必要が
あることから、現時点でも実用化に向けて克服すべきハードルが少なからずあ
るものの、実現すれば、薄くて軽く、折曲げたり、伸縮させたりするフレキシ
ブルなセンサを作ることができる。これらは従来のセンサや電子回路では実現不
可能な特徴であるため、これまでとは異なる用途展開が期待されている。
特にフレキシブルなセンサは、特に医療・ヘルスケアの応用との親和性が高
い。それは、非侵襲センサとは別のアプローチにより 、肌に密着させても、違
和感を覚えさせないセンサを作ることができるためである。肌に密着させるこ
とで、生体情報を検知する感度が高まり、加えて長期間に渡っての計測が可能
になる。また、印刷技術により低コストで製造できる可能性 があるため、使捨
てにでき、感染防止などの観点からもメリットがある。
以上のようなプリンタブルエレクトロニクスは、国内においては東京大学、大
阪大学、山形大学、産業技術総合研究所など多くの機関で研究開発されている。
例えば、東京大学では、厚さが約
２㎛と薄く、１ｍ 2 当たりの重量が

図表３．58

柔らかいタッチセンサシステム

３g と軽く、紙のように丸めても壊
れないタッチセンサが開発されて
いる（図表３．58）。生理食塩水に
２週間以上浸漬しても、電気特性が
劣化せず、将来的には体温や血圧を
はじめとする、さまざまな生体信号
を測定できるようになるという。同
大学は、150℃の加熱殺菌後でも駆
動する高耐熱性の有機トランジス
タも開発しており、医療用途の開拓
を推し進めている。

資料：東京大学
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センサ製造企業（全国）

４．センサに関する主なプレイヤ（産学官）
４．１．センサ製造企業
４．１．１．センサ種類別

国内製造企業

既に見たとおり、センサは日系メーカが強みを有する分野の一つである。 日
系メーカの世界シェアは全体で 47％を占め、特に光度センサと温度センサでは
３分の２を超えている（P76 図表３．42 参照）。光度センサでは CMOS イメージ
センサでソニーが世界首位にあり、一方、非光度センサ 14では村田製作所、TDK、
オムロンなどの電子部品メーカや、旭化成マイクロデバイス、 パナソニック、
ロームなどの半導体メーカが強みを有する。また、大手以外にもセンサの種類
に応じて様々な地域・規模のメーカが強みを発揮しているのも特徴である。以
下、図表４．１にセンサ種類別の主要メーカを記載する。
図表４．１
No.
①

②

区分
光度センサ

温度センサ

センサ主な国内製造企業（センサ種類別）

主なセンサ

用

CCD/CMOS
イメージセンサ
赤外線センサ
温度センサ
（熱電対）
温度センサ
（サーミスタ）
熱流センサ
圧力センサ

③

圧力センサ

④

慣性力
センサ

⑤

位置センサ

⑥

磁界センサ

⑦

音・超音波
センサ

⑧

化学バイオ
センサ

⑨

その他の
センサ

ソニー（東京）、キヤノン（東京）、パナソニック（大阪）
村田製作所（京都）、日本セラミック（鳥取）
岡崎製作所（愛知）、山里産業（大阪）
芝浦電子（埼玉）、大泉製作所（埼玉）、SEMITEC（東京）、
三菱マテリアル（東京）、チノー（東京）、 TDK（東京）、
KOA（長野）、村田製作所（京都）
英弘精機（東京）、京都電子工業（京都）
長野計器（東京）、デンソー（愛知）
共和電業（東京）、東京測器研究所（東京）、ミネベアミツ
イ（長野）
北陸電気工業（富山）、デンソー（愛知）

ひずみゲージ
加速度センサ
角速度センサ

流量センサ

デンソー（愛知）、パナソニック（大阪）
パナソニックデバイス SUNX（愛知）、オムロン（京都）、
キーエンス（大阪）
ネミコン（東京）、ニコン（東京）、光洋電子工業（東京）、
多摩川精機（長野）
旭化成エレクトロニクス（東京）、アルプス電気（東京）、
ヤマハ（静岡）、デンソー（愛知）
横河電機（東京）、アズビル（東京）、東京計装（東京）、
オーバル（宮崎）

超音波センサ

村田製作所（京都）、日本セラミック（鳥取）

湿度センサ
酸素センサ
ガスセンサ
味覚センサ
放射線センサ

北陸電気工業（富山）、神栄テクノロジー（兵庫）
日本特殊陶業（愛知）、デンソー（愛知）
フィガロ技研（大阪）、エフアイエス（兵庫）
インテリジェントセンサテクノロジー（神奈川）
東芝電子管デバイス（栃木）、浜松ホトニスクス（静岡）

ほこりセンサ

シャープ（大阪）、神栄テクノロジー（兵庫）

位置センサ
ロータリエンコ
ーダ
磁気センサ
（参考）

RFID

資料：各種資料より作成
14

途

凸版フォームズ（東京）、オムロン（京都）
※（

）は本社所在地

Non-Optical Sensors
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センサ製造企業（全国）

４．１．２．主な企業の動向
本項では大手センサ製造企業のうち 電子部品メーカ系である村田製作所、TDK、

オムロンと半導体メーカ系のソニーの動向を紹介する。
IoT 時代を迎え、電子部品系メーカを中心に電子部品系メーカはセンサ製品の
ラインナップの拡充のための海外センサメーカの M&A、さらには幅広いソリュー
ションを提案するために必要となる半導体メーカの M&A などの動きがみられる。
また、医療・ヘルスケア、自動車等の成長分野での積極的な取組みや新たなセン
サ・アプリケーションの開拓のための異業種連携、ベンチャー支援、新たな研究
拠点の設置といった動きもみられる。
ａ．村田製作所（図表４．２）
本 社
従業員
売上高

京都府長岡京市東神足 1-10-1
事業内容 電子部品、産業用機器
73,690 名〔連結：2017（平成 29）年 9 月〕
1,135,524 百万円〔連結：2017（平成 29）年 3 月期〕

戦後、ラジオやテレビの普及を背景にセラミックコンデンサ事業を拡大する
とともにフィルタ、サーミスタ（温度センサ）などの製品を次々に開発し、電
子部品のラインナップを拡充した。
現在は、世界トップクラスの電子部品専業メーカであり、主力の積層セラミ
ックコンデンサ（MLCC）を中心に多くのトップシェア製品を持つ。
同社の業績拡大を牽引してきたスマートフォン市場は成長鈍化が指摘されて
いるものの、ハイエンド端末における高機能化進展により、部品点数の増加、
モジュール化の動きは今後も続くと見込まれている。
また、近年の自動車の電装化進展が追い風になり、車載向けが拡大している。
特に、パワートレインなどの電動化、先進安全機器の搭載増加によって、需要
が拡大している。
医療・ヘルスケア分野においては低侵襲およびネットワーク化がトレンドに
なっており、同社の小型化、通信、センシング技術を活用している。心弾動検
知用のワイヤレスヘッドセンサを製品化しているが、この製品には 2012（平成
24）年に買収した VTI テクノロジーの MEMS 技術が活用されている。
IoT 市場向けには、各種部品およびセンサ、モジュールなどのワイヤレス技術、
ソフトウェアまでを手掛ける強みを活かしてトータルソリューションを展開し
ている。例えば、交差点や信号機にセンサノードを設置して自動車台数、種類 、
速度、外気温、路面温度、振動、大気情報などの様々なデータを収集 し、サー
バやネットワークに蓄積して道路管理者や地図事業など向けの情報として活用
する、トラフィックカウンターシステムを開発している。
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（参考）図表４．２
時期

村田製作所の主な最近の動向

概

要

センサやコネクタを生産する福井県鯖江市の工場に新生産棟を建設すると発表。投資額は 27
2015/12 億円。ポジションセンサなどの可変部品や高周波同軸コネクタに加え、積層セラミックコンデ
ンサー（MLCC）などの生産用に内製している部品の生産能力を増強
クラウドファンディングの仲介サイトを運営するサイバーエージェントと組み、 IoT 機器のア
2016/5 イデア公募事業を実施。選考を通過した応募者にサンプル部品の提供や技術的な助言などの支
援を実施
富山市の工場にスマホ部品の生産棟を新設すると発表。生産設備を含めた投資額は百数十億円。
2016/7 世界のスマホ市場の成長が鈍化する中、スマホの高機能化で搭載点数が増える部品に注力し、
成長を続ける戦略で、スマホの新機能や高機能化につながる部品とみられる
IoT 技術の活用アイデアを募る「ハッカソン」をイスラエルで開催。ソフト開発を得意とする
2016/9 イスラエルベンチャー企業のアイデア・技術と自社のセンサや無線通信部品を組合せ、新たな
事業の創出を目指す
スマホにおけるモジュールでの受注を強化。モジュールが増えれば組合せる部品を自社製にし
2016/12 やすい。車載機器向け電子部品は運転支援用のセンサなど年 10％の成長を見込む。医療機器へ
の参入も検討
車載や産業機器向けに高い特性を実現した加速度センサを開発。自動車の安全性向上や生産設
2017/1
備の精度向上に貢献できる。１月からムラタ・フィンランドで量産予定
高齢者の介護や生活支援用のセンサシステムを開発。介護施設や病院、自宅などでベッドに寝
2017/3 ている人に負担をかけず、睡眠の状態を分析したり、ベッドから離れ たことを無線で監視が可
能に。自動車や産業機器向けの MEMS 加速度センサの技術を応用
自動車向け部品は堅調に推移。例えば、
「圧電製品」の主力製品である超音波センサは自動ブレ
ーキなど安全装備向けに引き合いが増える。今後も車の電子化や安全運転などの分野で需要が
伸びると見込む
2017/5
横浜市の「みなとみらい 21 地区」に研究開発拠点を新設すると発表。自動車や電池、医療関連
分野など向けに電子部品を開発する。同地区に集まる自動車など各企業との連携も図る。 2018
年に着工し、20 年に開業する予定
京都府とソフトバンク、村田製作所は「スマートシティ化促進プロジェクト」を立ち上げた。
府が重点施策に掲げる観光や交通、災害対策などで協力する。府内各地にセンサを設置し、様々
なデータを集める IoT 事業を始める
2017/9
医療機器開発の米スタートアップ企業、バイオス・メディカル（ミネソタ州）の買収を発表。
安定的な収益を期待できる医療機器などを新たな事業の柱として 育成する。村田製作所が持つ
センサや通信部品との技術融合も進める
ソニーから石川県にある部品工場を取得する。スマートフォンに搭載する高機能基板の新工場
2017/10
として使い、全体の生産能力を 2018 年春に 16 年度比で２倍強に増やす
資料：新聞記事等より作成

ｂ．ＴＤＫ（図表４．３）
本 社
従業員
売上高

東京都港区芝浦 3-9-1
事業内容
電子部品、産業用機器
102,987 名〔連結：2017（平成 29）年 9 月〕
1,178,257 百万円〔連結：2017（平成 29）年 3 月期〕

電子部品大手であり、現在、３本の柱を見据えている。１つ目の柱は「セン
サ＆アクチュエータ」、２つ目の柱は「エネルギーユニット」、３つ目の柱は「次
世代電子部品」である。
TDK のセンサ事業は、従来、温度センサ、圧力センサ、磁気センサを主体に展
開し、特に磁気センサにおいては HDD で長年培ってきた薄膜技術を進化させた、
TMR（トンネル磁気抵抗効果）センサ分野において最先端技術を有してきた。
2012（平成 24）年には磁気センサの一種である、汎用性の高いホール素子セ
ンサの大手メーカのミクロナスセミコンダクタを買収し、磁気センサ商品群の
拡充を図っている。
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さらに、子会社の独 EPCOS を通じ、慣性力センサに強みを持つフランスの
トロニクスシステムズを買収し、慣性力センサをラインナップに加えるなど商
品群拡充を加速させている。また、MEMS 慣性力センサで強みを持つ米大手
Invensense を買収し、事業領域も自動車、産業機器、情報通信と成長市場を視
野に入れ、本格的なセンサ事業の強化に乗り出している。
（参考）図表４．３
時期

ＴＤＫの主な最近の動向

概

要

スイスの自動車や産業機器向けセンサメーカ、ミクロナスセミコンダクタホールディングを
2015/12 最大約２億 1,400 万スイスフラン（約 262 億円）で買収すると発表。同社が得意とする回路
設計技術やパッケージ技術を取り込み、自動車向けセンサ事業の強化を狙う
気圧、湿度、温度の３センサをまとめた小型パッケージ品を開発。センサを別々に使って配
線する場合と比べ、機器への設置面積が半分程度に抑えられる。健康を管理する腕時計型の
2016/5
ウェアラブル機器に入れて運動量を把握したり天候を予測したりする使い方などを想定
筋肉の動きを測定する小型の磁気センサを開発。筋肉が動く際に発生する微弱な磁場を読取
る。東京医科歯科大学と心臓の動きの測定に成功した。従来に比べて小型で手軽に扱え、心
2016/5
臓疾患や筋疾患の診断、リハビリやトレーニングによる筋肉の変化の確認に使える
経営再建中の東芝は活動量計などのウェアラブル事業を TDK に売却。東芝は生体センサなど
2016/7
を搭載したウェアラブル機器や眼鏡型端末を開発していた
フランスのセンサメーカ、トロニクスマイクロシステムズの買収を発表。 TDK が持つ温度や
圧力、磁気などのセンサにトロニクスのセンサ群を加えて産業機器や自動車、スマートフォ
2016/8
ン向けセンサ事業を強化
米国のセンサメーカ、インベンセンス（カリフォルニア州）を買収すると発表。「ジャイロ
2016/12 センサ」などを製品群に加え、「IoT」分野を強化する。インベンセンスはジャイロセンサの
ほかに、圧力や音声、超音波などを検知するセンサを得意とする
車載向け磁気センサなどセンサ事業に約 700 億円の成長投資を実施する。2017 年以降に M＆
A で、ガスセンサなどのセンサ技術を取得して品目を拡充。各種センサを組み合わせた「複
2016/12 合センサ」も開発し、生産体制を構築する。今後、５年以内にセンサ関連の売上高を現状の
約３倍の 2,000 億円まで引上げる。米クアルコムに事実上売却する高周波部品事業の次の柱
として、センサ事業育成する
TDK 子会社で自動車向けセンサを生産するドイツ TDK ミクロナスはベルギーの半導体企業の
IC センスを買収して完全子会社化した。IC センスは開発・設計に特化した「ファブレス（工
2017/4
場無し）」メーカ。センサが出力するデータを信号処理する半導体を手掛ける
東京医科歯科大学と共同で磁気センサにより心臓の動きを計測するシステムの臨床研究を
始める。効果を検証しながら医療機器 メーカに磁気センサを販売し、計測機器の３～４年後
2017/5
の実用化をめざす
千葉県市川市の研究開発拠点に新棟を建設すると発表。センサや電源系システムの技術開発
に利用する。複数の拠点に分散していた技術者 100 人を新棟に集約し、開発のスピードを高
2017/9
める
半導体ウェハの搬送状況を監視するシステムを開発した。ウェハを収納して搬送する「フー
プ」と呼ぶ格納器に温度や湿度、加速度を測定する センサを搭載し、内部の状態を「見える
2018/1
化」できるようにした。半導体の品質管理を高められる
資料：新聞記事等より作成

ｃ．オムロン（図表４．４）
本 社
従業員
売上高

京都市下京区塩小路通堀川東入 事業内容 電子部品、産業用機器
36,273 名〔連結：2017（平成 29）年 9 月〕
794,201 百万円〔連結：2017（平成 29）年 3 月期〕

センサに関しては、本社直轄事業として位置付けられるマイクロデバイス事
業で MEMS を手掛けており、野洲事業所（滋賀県野洲市）内に製造ラインを持つ。

- 92 -

センサ製造企業（全国）

MEMS センサは主に業務用に用いられる非接触温度センサ、圧力センサのほかス
マートフォン向けの MEMS マイクロホンや絶対圧センサ、フローセンサなどを展
開している。
従来からの主力商品である血圧計等に関連した医療・ヘルスケア分野での積
極的な展開や「スマイルスキャン」等の同社の開発したネットワークカメラセ
ンサの新たな用途開拓のため、福井大学や吉本興業などとの連携、オープンイ
ノベーション、ベンチャー支援等への動きがみられる。
（参考）図表４．４
時

期

オムロンの主な最近の動向

概

要

オムロンヘルスケアは、胸に貼って心電図を測る ウェアラブル型生体センサを発売。同センサ
2015/11
は米バイタルコネクトが開発した。日常生活を送りながら長時間測れるのが特徴
MEMS による３軸加速度センサを採用した感震センサを発売。小型化し、表面実装を可能とし
2015/12
たことで機器への組込みに対応
プラスマイナス５センチメートルという微細な高低差を検出できる気圧センサを開発、量産を
2016/1
開始。MEMS によるセンサと、信号を処理する IC を一つのパッケージに搭載
オムロンヘルスケアは、手首だけで一拍ごとの血圧値を連続で測定する技術を世界で初めて開
2016/4
発。測定が難しかった急激な血圧変動を把握し、脳・心血管疾患の発症リスクの低減に寄与
IoT やセンサなどハードウェア系ベンチャーの起業支援プログラムを開始。応募者に同社の３
2016/5
次元プリンタや切削機器などを活用してもらうとともに、開発や設計などの助言を実施
パートナーに自社技術を提供し、新しい用途を開発する「オープンイノベーション」を加速。
2016/5
オムロンの顔認証技術をベンチャー企業などに提供する仕掛けも作り込む
画像認識技術と AI を組合せ、ドライバーの運転への集中度を判定するセンサを開発。まぶた
2016/6
の開閉や顔の向き、姿勢の変化から、居眠りや体調の急変など様々な状態を検知
福井大学、福井県永平寺町、オムロンは IoT 技術を地域活性化に生かす共同研究を始めると発
表。人の表情を自動認識してスマホに通知する同社のネットワークカメラセンサを活用。公共
2016/7
施設や店舗などに設置し、利用者の性別や年齢層を分析し、サービス向上に役立てる
温湿度や光など７種類の情報を検知し、無線通信で発信する「環境センサ」を発表。スマート
2016/7
フォン（スマホ）などから遠隔で室内などの状況をリアルタイムで確認できる
人の数と位置を高精度に検出するビル向けセンサ機器を開発。画像センサで捉えた人の画像を
2016/12 独自の技術で解析し、人の動きを正確に検知する。人の多い場所の空調を強める一方で、人の
いない場所は空調や照明を落とすなど、きめ細かい制御につながる
近畿大と吉本興業は「笑い」の効果を医学的に検証する研究を始めた。笑いの計測には、顔の
表情の変化を認識するオムロンのセンサ技術を活用。前に測定機器などを被験者の体に取り付
2017/2
ける必要がなく、より自然な状態でのデータが得られる
関西文化学術研究都市（けいはんな学研都市）で年内にも公道での自動運転の実証実験が始ま
2017/9
る。パナソニックや日本電産、オムロンなどが参画し飛び出しなどの検知性能の確認に着手
人工知能（ＡＩ）などでドライバーの運転集中度を判定できる新技術を発表。独自の画像認識
2017/9
技術とＡＩを組み合わせ、ドライバーが運転できる状態かを判断する
オムロンヘルスケアは、IoT の技術を使い、正しい歯みがきを指導するサービスを開始。歯科
医が歯ブラシにつけたセンサを通じ、磨き残しなどを見られる。歯周病に関心の高い 30～50
2017/9
代の女性を狙う
突発的な生産ラインの停止を減らせる新型センサを開発。自動車工場の溶接ラインなどに組込
2017/10 むセンサで、従来センサの２倍の距離から物体を検出できるようにすることで、装置と加工し
ている部品などとの接触を防ぐ
室内にいる人の数を把握できる高精度な赤外線センサを開発。人の体温を天 井から感知し、自
2017/11 動で位置情報も取得する。オフィスや商業施設に取付け 、空調や照明を最適な状態に制御し、
省エネルギーにつなげる。地震や台風 が発生した時にビルに人が残っていないか確認もできる
資料：新聞記事等より作成
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ｄ．ソニー（図表４．５）
本 社
事業内容
従業員
売上高

東京都港区港南 1-7-1
電子・通信機器、電子部品、半導体のほか映画、金融等
128,400 名〔連結：2017（平成 29）年 3 月〕
7,603,250 百万円〔連結：2017（平成 29）年 3 月期〕

電子・通信機器、電子部品、半導体などの製品事業のほか、エンターテイメント
や金融関連など、事業は多岐にわたる。その中で同社の半導体事業は 1954 年に日
本で初めてトランジスタの試作に成功して以来、独創的な商品づくり、市場の創出
に貢献し続けてきた。特に、イメージセンサの分野においては、1980 年に世界初の
CCD カラーカメラを世に送り出して以降、CCD そして近年では CMOS イメージセンサ
において革新的な技術で、業界をリードし続けている。
CMOS イメージセンサの世界シェアはスマートフォンの約６割、全体でも約５割を
占め、他社を大きく引き離している。
イメージセンサを中心とした半導体事業は、神奈川県に本社を置くソニーセミコ
ンダクタマニュファクチャリング（子会社）が実質的な事業部となっている。イメ
ージセンサに加え、各種 LSI、レーザ、ディスプレイデバイスを含む半導体デバイ
ス事業を展開し、開発、設計、製造、販売の一貫体制を整えており、グループ売上
全体の約１割を占めるほどに成長している。
生産拠点は、鹿児島テクノロジーセンターを中核的生産拠点に位置付け、九州を
中心に国内生産体制を敷いている。2015（平成 27）年 12 月には東芝の半導体の基
幹工場であった大分工場の一部を買収、同時に東芝の CMOS イメージセンサ部門を
買収するなど、事業拡大に努める。

（参考）図表４．５
時

期

ソニーの主な最近の動向

概

要

距離画像センサを開発しているベルギーのソフトキネティックシステムズを買収し、完全子会
2015/10
社化。新しい距離画像センサの開発を進め、イメージセンサ事業をさらに強化する
東芝の大分工場 300ｍｍウェハ対応半導体製造関連施設、設備および関連資産の譲渡について
2015/12 正式契約を締結。ソニーとソニーセミコンダクタで大分工場を譲り受ける。譲受額は 190 億円。
関係当局の必要な承認・認可を条件として 2016 年３月末までに実施される予定
DRAM を積層した３層構造の積層型 CMOS イメージセンサ(2,120 万画素)を開発。高速読出が可能
で、動きの速い被写体の撮影時にもフォーカルプレーン歪みを抑えた静止画や、フル HD サイズ
2017/2
で従来比約８倍となる毎秒最大 1,000 フレームのスーパースローモーション動画の撮影が可能に
車載カメラ向けの 2.7 分の１型有効 245 万画素 CMOS イメージセンサを商品化し、サンプル出荷
を開始。先進運転支援システム（ADAS）向けの前方センシングカメラや、今後バックミラーの
2017/5
代わりに採用拡大が予想されるカメラモニタリングシステムといった車内モニタ向けに 2018
年３月から量産出荷
スマートフォン（スマホ）やデジタルカメラ向けの CMOS センサの外部委託先も含めた月間生産
能力を、2018 年３月までに現在に比べて 14％増の 10 万枚程度に引上げる。自撮り用のフロン
2017/7
トカメラの高機能化や車載用、IoT 向けの需要が増えていることに対応
運転手なしで遠隔操作できる３人乗りのカートを開発。高精度の画像センサで周囲 360 度を把握
2017/10 し、安全性を確保して遠隔から操作する。窓代わりに設置するディスプレイでの情報発信など新
しい移動体験を提供するとしており、ゴルフ場やアミューズメント施設での利用を想定する
遠距離から近距離まで高精度に測距する距離画像センサを 2018 年４月からサンプル出荷する
2017/12 と発表。買収したベルギーのベンチャー企業との協業第１弾で、ロボットやドローン（小型無
人機）への搭載を見込む
資料：新聞記事等より作成
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４．１．３．中国地域の主な企業
中国地域における主なセンサ関メーカを図表４．６、図表４．７に示す。
図表４．６

区

中国地域の主なセンサ関連メーカ（目安）
光
度

分

温
度

ａ．イナバゴム

圧
力

慣
性
力

●

鳥取県 ｂ．日本セラミック
ｃ．日本マイクロシステム

位
置

磁
界

化
学
・
バ
イ
オ

そ
の
他

●
●

●

●

●

●

●
●

ｄ．日本電子精機
島根県 ニッポー

音
・
超
音
波

●
●

シマネ益田電子

●
●

アンテック
ｅ．ＥＲＤ

●

ｆ．内山工業
岡山県 ｇ．山陽電子工業

●
●

ｈ．シャープタカヤ電子工業
ｉ．フェニテックセミコンダクター
ｊ．甲神電機
ｋ．シャープ

●
●

●
●

●

●
●

●

●

ｌ．サンエー
広島県 ミツトヨ

●

●
●

●

ｍ．ミヨシ電子
ｎ．新川センサテクノロジ

●

●

●
●

●

●

●

●

山口県 ｏ．東洋鋼鈑

●

資料：各社ホームページより作成

図表４．７

中国地域の主なセンサ関連メーカ
ｃ．日本マイクロ
システム

ｂ．イナバゴム

ｄ．日本電子精機
ａ．日本セラミック
ニッポー

ｌ．サンエー

ｍ．ミヨシ電子

ｉ．フェニテックセミコンダクター

シマネ益田電子
アンテック
ｎ．新川センサテクノロジ

ｋ．シャープ
ｊ．甲神電機

ミツトヨ
ｏ．東洋鋼鈑

ｈ．シャープタカヤ電子工業

資料：各社ホームページより作成
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ｅ．ＥＲＤ
ｆ．内山工業
ｇ．山陽電子工業

センサ製造企業（中国地域）

【鳥取県】
ａ．日本セラミック
住

所

事業内容

鳥取市広岡 176-17
セラミックセンサ、フェライト、モジュール製品などの電子部品

従業員

1,485 名 〔連結：2016（平成 28）年 12 月〕

売上高

19,525 百万円 〔連結：2016（平成 28）年 12 月期〕

赤外線センサや超音波センサで国内トップクラスの実績を持ち、焦電型赤外
線センサ（図表４．８）では世界トップシェア（約 60％）を誇る。1975（昭和
50）年の創業からこれまで一貫してセンサ製品の開発・製造・販売を手がけて
おり、現在は赤外線センサ、超音波センサ、それらのセンサを搭載したモジュ
ール製品、フェライトなどが主力製品である。
赤外線センサや超音波センサは、照明、家

図表４．８

焦電型赤外線センサ

電、車載、セキュリティなど様々な分野で使
用され、顧客によって求められる数量や仕様
が異なることから、少量多品種への対応が求
められる。同社は創業から 40 年以上、センサ
製品を一貫して取組んでおり、そのノウハウ
を活かすことで、各社のニーズに対して柔軟

資料：日本セラミック

ホームページ

に対応できるのが強みである。また、顧客と
の共同案件も多く実施している。
開発面では需要が増加している車載向けの開発を強化している。また、セン
サ単体ではなく、モジュール製品の開発にも力を入れている。その一環として、
物体と人体を判別可能な「アクティブ型赤外線センサ」の新モデルを開発し、
2015（平成 27）年 12 月より量産を開始した。
これは赤外線による三角測量の原理を採用した人感センサで、検出物体の色
や反射率の影響を受けにくく、搭載したマイコンにより信号処理を行うことで、
微動する人体と完全に静止した物体を判別でき、デスクに着座する人体と椅子
の背もたれ、トイレに着座する人体と便座蓋などの判別が可能となる。
ｂ．イナバゴム
住

所

事業内容

本社：大阪市西区京町堀 3-3-15
鳥取工場・開発センター：鳥取市千代水 1 丁目 63
精密成型品、ペタンクッション、イナボール、感圧導電センサ

従業員

154 名〔国内： 2014（平成 26）年 3 月 〕

資本金

8,600 万円

主力商品である精密ゴム部品（ワーキングゴム）は、電子機器や精密機械の
機密性を守る防水・防塵用パッキン、車のステアリングやドアミラー、携帯電
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話、ロボットなど幅広い分野で活用されている。鳥取工場では家電製品向けを
主力にさまざまなワーキングゴムを生産するとともに、開発部も設置し ている。
開発製品である感圧導電性エラストマセンサ「イナストマー」はエラストマ
（樹脂系ゴム）に導電性粒子を配合、圧力に応じて電気抵抗値が変化するため、
圧力センサだけでなく電子楽器のキーボード、携帯電話やゲーム機のタッチペ
ン、電子ペンなどに応用・研究がなされている。2016（平成 28）年度には「人
間の感性を有する触感センサの開発」で科学技術分野の文部科学大臣表彰を受
賞している。
ｃ．日本マイクロシステム
住

所

事業内容

鳥取県米子市高島 28-1
電子・電気機器および情報機器の設計・製造・販売

従業員

66 名〔 2017（平成 29）年 4 月 〕

資本金

1,100 万円

２次元平面・曲面、自由曲面での圧力検知、圧力分布測定が可能な圧力セン
サを開発している。
圧力センサの感圧部には、従来からフレキシブルな材料であるエラストマ（樹
脂系ゴム）を利用していたが、電極部にフレキシブル基板（FPC）を利用してい
たため、自由曲面への対応が出来なかった。布に導電性糸を縫付けることで作
製した電極を利用する事により、２次元平面、２次元曲面、自由曲面への対応
が可能で、柔軟性がある電極部を実現している。
【島根県】
ｄ．日本電子精機
住

所

事業内容

本社：奈良県香芝市良福寺 46 番地の 1
島根事業所：島根県松江市北陵町１番
テクノアークしまね（次世代技術研究開発センター）内
プリンタブルエレクトロニクスにおける微細印刷装置各種、 感光性樹脂版
材製造

従業員

－

資本金

1,000 万円〔 2017（平成 29）年 4 月 〕

微細印刷装置、ファインニードルプリンタ、感光性樹脂版など印刷関連ソリ
ューションを提供する企業。2016（平成 28）年にテクノアークしまね（次世代
技術研究開発センター）内に島根事業所を新たに開設した。
従前より培ったプリンタブルエレクトロニクス製造技術を活用した、センサ
デバイスの開発拠点として、島根県産業技術センター、産業技術総合研究所に
支援をうけ、プリンテッドセンサの開発に着手している。
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【岡山県】
ｅ．ＥＲＤ
住

所

事業内容

岡山市北区富吉 2914-1
医療機器製造販売業、医療機器製造業

従業員

42 名

資本金

1,500 万円

岡山大学と筋肉の動きを簡単に計測するウェアラブルセンサを開発している。
布ベルトを腕や足に巻き付けて、脳から筋肉への信号と実際の筋肉の動きをと
らえる。高齢者の運動機能の異常発見や、スポーツ選手の能力向上に活用でき
ると見込んでいる。
センサは４センチ四方で厚さ２センチ。脳から届く筋肉を収縮させる電気信
号「筋電」と、筋肉が動くことででる音「筋音」の両方を同時に測る。計測デ
ータはスマートフォンなどで常に確認できる。筋電と筋音を同時に測れるセン
サは珍しいという。
ｆ．内山工業
住

所

事業内容

岡山市中区江並 338
自動車用ガスケット、シール材、コルク床材、断熱材、王冠・コルク栓の
製造、販売

従業員

5,906 名〔連結： 2016（平成 28）年 10 月 〕

売上高

485 億円〔 2016（平成 28）年 9 月期 〕

主に自動車部品を製造。2014（平成 26）年に産業用ロボットの軸の回転や腕の
角度を検出する回転角センサ（レゾルバ）を開発した。ゴムを使うことで金属を
使う従来品より軽くなり、従来品より低価格で供給できるのが特徴である。国内
外で市場が広がる FA 用途のため工作機械メーカに働掛けを行う。
ｇ．山陽電子工業
住

所

事業内容

岡山市中区長岡４番地 73
通信・放送事業、医療・産業機器、放送機器、電子デバイス

従業員

153 名

資本金

4 億 4,396 万円

主に放送通信や医療機器を製造。2017（平成 29）年に岡山大学と共同でマイ
クロ波を使って呼吸や身体の動きを検知するセンサを開発した。開発されたの
は、高周波やマイクロ波の電波を発信する装置と反射した波を受信するアンテ
ナを備えたセンサおよびそこから得た受信データを処理するソフトで構成され
ている。
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マイクロ波センサは、木や布などを透過するため、センサと人の間に壁や布団
があっても感知することができ、防犯カメラと違って、プライバシーも保護でき
るのが特徴のひとつでもある。医療・介護の現場での利用が期待されている。
ｈ．シャープタカヤ電子工業
住

所

事業内容

本社・本社工場：岡山県浅口郡里庄町里見 3121-1
開発技術センター：岡山県小田郡矢掛町東三成 805-1
半導体デバイス・モジュール製品及び関連設備

従業員

－

資本金

3 億 1,000 千万円

繊維・電子機器メーカのタカヤが 60％、シャープが 40％の比率で設立した半
導体後工程メーカ。国内に本社工場と開発技術センターがあり、海外には 2008
（平成 20）年稼働のベトナム工場がある。センサの関連ではカメラモジュール
の組立てやタッチパネルモジュール、放射線センサモジュールなどのモジュー
ル製品を手がけている。
ｉ．フェニッテクセミコンダクター
住

所

事業内容

本社・本社工場：岡山県井原市木之子町 150 番地
第一工場：岡山県井原市木之子町 6833
半導体素子、半導体製品製造

従業員

650 名〔 2016（平成 28）年 4 月 〕

資本金

3 億 8,000 千万円

世界でもトップクラスのディス

図表４．９

フェニッテクセミコンダクター

クリート専業ファンドリーで歩留
まり・技術力ともに高い評価を受け、
欧米の大手企業から多くの受注を
獲得している。センサ関連では井原
市の本社工場（図表４．９）、第一
工場にてフォトダイオード、MEMS
センサ等を製造している。
本社工場はほぼ５インチ化、第一
工場では５インチ、６インチライン

資料：フェニテックセミコンダクター

ホームページ

を有する。
2014（平成 26）年にはスマートフォン向け磁気センサの専用工場であったヤ
マハ鹿児島セミコンダクタの事業譲渡を受け、電源 IC、MOSFET 15、車載用 IGBT 16
の生産を行っている。
15
16

Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
Insulated Gate Bipolar Transistor
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ｊ．甲神電機
住

所

事業内容

本社・本社工場：岡山県笠岡市茂平 1608-10
福山工場：広島県福山市駅家町法成寺 1613-52
電流センサ、指示電気計器、電子機器の製造、販売

従業員

350 名

資本金

1 億円

マグネティックメカニカル技術をも 図表４．10 電流センサラインナップ（甲信電機）
とに電流センシング分野と指示計測分
野を主力分野とした企業。電流センサ
（図表４．10）は FA 機器用途では、汎
用インバータ、NC 工作機械などモータ
可変速運転での力率制御やトルク制御、
電力変換用途では、エンジン発電機、
UPS、太陽光発電、燃料電池など商用周
波数変換のための位相制御や過負荷電
流検出などの場面で利用されている。

資料：甲信電機

ホームページ

三菱電機の計測機器関連の OEM 製品も手掛ける。
【広島県】
ｋ．シャープ
住

所

事業内容

電子デバイスカンパニー（福山事業所）
広島県福山市大門町旭１番地
カメラモジュール、センサ、タッチパネルコントローラ

従業員

1,315 名〔 2017（平成 29）年 4 月 〕

売上高

－

1985（昭和 60）年に設立。社内カンパニーである電子デバイスカンパニーは
センシングデバイス（CMOS カメラモジュール、高感度 CCD/CMOS センサなど）、
システムデバイス（システム LSI、タッチパネルコントローラなど）、ライティ
ングデバイス（照明用 LED、バックライト LED など）を製造し、福山事業所と
三原事業所に集約されて

（参考）図表４．11

PM2.5 センサモジュール

いる。福山事業所では主
にスマートフォン向けの
CMOS カメラモジュール、
近接照度センサ、監視用
赤外線カメラ、PM2.5 セン
サモジュール（図表４．
11）、マイクロ波センサな
どを製造している。

資料：シャープ
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工場は第１工場、６インチの第２工場、８インチの第３・第４工場で構成さ
れ、従来は液晶用 LSI 量産拠点として機能してきた。
ｌ．サンエー
住

所

事業内容

広島県三次市南畑敷町 870 番地 38
尿素水識別センサ、燃料識別センサの設計･開発･製造

従業員

122 名〔 2017（平成 29）年 4 月 〕

売上高

2 億 5,000 万円〔 2017（平成 29）年 11 月 〕

2003（平成 15）年に世界で初めて、三井金属鉱業株式会社と共同で尿素水識
別センサの開発に成功。同センサは、国内の大型トラック・バス向けに 現在ま
で累計 12 万台が供給されている。
同社の「尿素水識別センサ」は、ディーゼルエンジンの排気ガスに含まれる
有害物質を除去する為の装置である尿素 SCR 17システムに組込まれている。販売
以来、モデルチェンジを通してセンサの小型・軽量化を実現し、現在ではトラ
ックだけでなく、建機・農機へも搭載され、日本国内だけでなく海外で利用さ
れている。北米、ヨーロッパともに排気ガス環境規制は年々厳しくなる傾向に
あり、尿素水識別センサ装着義務化が導入されればさらなる利用の拡大が見込
まれる。
ｍ．ミヨシ電子
住

所

事業内容

本社：兵庫県川西市久代３丁目 13 番 21 号
広島事業所：広島県三次市東酒屋町 306
情報通信機器 及び半導体関連製品の開発製造

従業員

112 名〔 2017（平成 29）年 3 月 〕

売上高

16,139 百万円〔連結： 2017（平成 29）年 11 月期 〕

三菱電機の国内関係会社。情報エレクトロニクスの分野にあって、情報通信
機器市場向けの各種通信機器製品、カスタムボードや高周波モジュール、セン
サモジュール等電子デバイス製品の受託生産・受託開発・受託設計事業 を行っ
ている。
半導体センサにおいては圧力センサ、加速度センサ、磁気センサ、熱センサ
及び複合センサ等の EMS 18事業に加え当該製品のパッケージ開発等の受託開発、
受託設計を含めた OEM 19、ODM 20事業を行い、センサ製品事業の拡大を図っている。

17
18
19
20

Selective Catalytic Reduction：選択的触媒還元
Electronics Manufacturing Service
Original Equipment Manufacturing
Original Design Manufacturing
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ｎ．新川センサテクノロジ
住

所

事業内容
従業員
資本金

東京本社：〒102-0083 東京都千代田区麹町 4 丁目 3-3
広島事業所 ：〒739-0153 広島県東広島市吉川工業団地 4 番 22 号
回転機械状態監視システムにかかわる製品の開発・設計・製造・サービス・
修理、産業用応用センサの開発・設計・製造・サービス・修理
153 名〔 2017（平成 29）年 4 月 〕
5,000 万円

変位・振動センサから振動監視、解析

図表４．12

新川センサテクノロジ

診断システムに関わる製品・サービスを
提供する振動監視計器の専門メーカ。計
測・制御のソリューションを提供する新
川電機の開発・製造部門から、1994（平
成６）年に分社化、独立した。渦電流式
の非接触振動・変位計等のタービン監視
計器の分野においては国内市場の約７割
資料：新川センサテクノロジ

を占めるまでに至っている。

ホームページ

【山口県】
ｏ．東洋鋼鈑
住

所

事業内容

本社：東京都千代田区四番町 2 番地 12
下松事業所：山口県下松市東豊井 1302 番地の 1
ぶりき、薄板及び各種表面処理鋼板並びに各種機能材料等の製造・販売

従業員

2,827 名〔連結： 2017（平成 29）年 9 月 〕

売上高

121,199 百万円〔連結： 2017（平成 29）年 3 月期 〕

主要事業はぶりき、薄板製造。2017（平成 29）年に山口大学と共同で抗がん
剤の適性を事前に判定する遺伝子解析キットを開発した。遺伝子型を少ない検
体で迅速に解析できる技術を開発し、製品化した。
遺伝子解析キット「ジーンシリコン DNA チップキット UGT1A1」は、複数の遺
伝子型を同時測定でき、検体量は国内競合品の 40 分の１で済み、解析時間も４
時間と４割短縮できる特徴があるという。国内では１社が先行して商品化して
おり、置換需要を狙う。
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４．２．大学・研究機関
４．２．１．全国の取組み（大学・研究機関）
ａ．大学
センサに関する研究については、基礎・材料研究に始まり、 デバイス関連の
研究者、ネットワークを含めたセンシングシステム、計測測定、実装、 様々な
アプリケーション各分野と多岐に渡る。以下、これまで紹介した事例・動向等
に関連する研究者を中心に研究概要と合わせ図表４．13 に紹介する。
図表４．13
氏

名

所

属

研

正喜

東北大学
原子分子材料科学高等
研究主任研究者（兼）マ
イクロシステム融合研
究開発センター長

鈴木

博章

筑波大学
大学院数理物質科学研
究科 研究科長（教授）

丹羽

修

埼玉工業大学
先端化学研究所

神崎

亮平

東京大学
先端科学技術研究セン
ター 所長（教授）

中川

聰

東京大学
大学院工学系研究科特
任教授

三林

浩二

東京医科歯科大学
生体材料工学研究所
教授

江刺

室

田畑

英夫

修

都甲 潔

主なセンサ関連の研究者

教授

千葉工業大学
工学部 教授

京都大学大学院
工学研究科 教授

九州大学
味覚・嗅覚センサ研究
開発センター センタ
ー長（教授）

究

分

野

等

半導 体セ ンサ 、マ イク ロマ シニ ング によ る集 積化 シス テ
ム、MEMS の研究に従事し、研究開発において先導的な役
割を果す。MEMS の世界的権威として知られる。産学連携
を通じた応用開発においても多大な功績を残す
フォトリソグラフィなどの MEMS 技術を利用し、環境計測
や医療現場での応用を目的とした電気化学測定デバイ
ス・光センシングデバイスの開発やその基盤技術を駆使し
た自律駆動する機能性ナノロボットの研究を行う
原子 レベ ルで 平坦 なカ ー ボ ン薄 膜や 金属 ナノ 粒子 が分 散
した薄膜電極を作製。疾病の診断に関与する分子の検出、
食品中の老化防止成分定量、環境汚染の原因となるヒ素な
どの重金属の検出、更には、マイクロ流路を組合せたセン
シングデバイス開発を進める
遺伝子工学技術により昆虫の臭覚受容体を活用した、高感
度で リア ルタ イム 性と 長期 安定 性を 備え た匂 いセ ンサ の
構築や、昆虫自体をインテリジェントなセンサ（センサ昆
虫）とする研究を進める
センシングによって五感の拡張を目指す「SUPER SENSING」
を提唱。この新領域の 普及・啓蒙、実装を進める団体、
「Super Sensing Forum」代表を務める
バイオテクノロジーや情報技術（IT）を組合せ、生体情報
学やバイオエレクトロニクス・バイオオプティクス・バイ
オ MEMS などの学際融合領域（ソフトコンタクトレンズ型
バイオセンサ、匂い情報の可視化計測など）の研究を行う
元日産自動車所属。自動車用センサの開発を手掛ける。
「電
気学会 自動車に関わるセンサ技術調査専門委員会 」の委
員長（2010/4～2012/3）をつとめる
元豊田中央研究所。MEMS の三次元マイクロ・ナノ加工、
マイクロ・ナノ材料の機械的物性評価、MEMS 最適設計を
研究。
2017（平成 29）年度に電気学会 業績賞を「ナノ・マイ
クロシステム工学発展への貢献」により受賞
高機 能デ バイ スの 一つ とし て世 界に 先が けて 味覚 セン サ
を開発すると同時に、生物のもつ自己組織化能をデバイス
に取込むべくインテリジェントマテリアルの研究を行う

資料：各大学ホームページ等より作成
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ｂ．公的研究機関
（ａ）NEDO
NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構） では、各種プロジェクトにお
いてセンサに関連した多くの研究開発が実施されている。足下では「社会課題
対応センサシステム開発プロジェクト〔2011（平成 23）－2014（平成 26）年度〕」、
「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト〔 2014
（平成 26）年度－2018（平成 30）年度〕」、
「IoT 技術開発加速のためのオープン
イノベーション推進事業〔2016（平成 28）年度－2017（平成 29）年度〕」など
の中で研究開発が行われている。
以下、２件について概要を紹介する。
ア．グリーンセンサネットワーク

図表４．14

プロジェクト（2011-2014 年）

グリーンセンサ
ネットワークプロジェクト

省エネ効果にグリーン MEMS センサ
機能、無線通信機能、自立電源機能及
び超低消費電力機能等を付与した革新
的センサを開発するとともに、それら
を用いたネットワークシステムを構築
し、環境計測やエネルギー消費量等の
把握（見える化）及びエネルギー消費
量の制御(最適化)を可能にするような
省エネを目指す実証を実施した（図表

資料：NEDO 資料

４．14）。
イ．学習型スマートセンシングシス

図表４．15

テムの研究開発（2016-2020 年）

学習型スマートセンシング
システムの研究開発

工場等の設備の稼働状況等の把握
を目的とするスマートセンサモジュ
ール、高効率自立電源などを開発し、
動的センシング制御可能な無給電の
スマートセンサ端末の実現を目指す
とともに学習型スマートコンセント
レータとの連携により、従来の環境
発電で収集可能な有価情報量を 100

資料：NEDO 資料

倍化することを可能とする学習型スマートセンシングシステムの基盤開発と実
証を行う（図表４．15）。

- 104 -

大学・研究機関（全国）

（ｂ）産業技術総合研究所
産業技術総合研究所では茨城県つくば市の「集積マイクロシステム研究セン
ター」において MEMS の製造技術、「フレキシブルエレクトロニクス研究センタ
ー」においてフレキシブルセンサ等の研究開発が行われている。
また、佐賀県鳥栖市の製造技術研究部門では「センサシステム技術研究グルー
プ」、「センシング材料研究グループ」、「トリリオンセンサ研究グループ」、「生物
化学プロセス研究グループ」の各グループにおいて「材料」～「デバイス」～「シ
ステム」等センサに関連した広範囲な研究開発が行われている（図表４．16）。
（参考）

図表４．16

製造技術研究部門

資料：産業技術総合研究所

製造技術研究部門
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ホームページ

大学・研究機関（中国地域）

４．２．２．中国地域の取組み（大学・研究機関）
ａ．大学
中国地域におけるセンサに関する研究については、全国同様、デバイス作製
関連から医療、インフラ管理等の応用分野の 研究者まで多岐に渡る。以下、図
表４．17 にデバイス作製を中心に中国地域における主なセンサ関連の研究者を
記載する。
なお、詳細については今後実施予定である中国地域の「研究者・研究機関向
けアンケート」により更なる把握に努めるものとする。
図表４．17
氏

名

中国地域における主なセンサ関連の研究者
所

属

研

岡山大学 大学院自然科学研究科
（生命医用工学専攻） 教授
岡山理科大学 工学部
電気電子システム学科 教授
広島大学 大学院工学研究科
（輸送・環境システム専攻） 教授

究

概

要

水素センサおよびセンサネットワークの研
究、磁気計測用センサと応用研究
セレンナノワイヤーを用いた省電力型ガス
センサ等の開発

塚田

啓二

秋山

宜生

藤本

由紀夫

新宅

英司

横山

新

広島大学 ナノデバイス・バイオ融
合科学研究所 教授

式田

光宏

広島市立大学 情報科学研究科
教授

大谷

幸三

広島工業大学 情報学部
情報工学科 教授

計測情報の知的処理に関する研究

山口大学 大学院創成科学研究科
（工学系学域） 教授

非平面リソグラフィ技術の開発と医療器具
への応用、生物由来材料の微細加工などの
マイクロマシニング技術の研究開発

南

和幸

同

准教授

圧電材料による力学センサ、構造ヘルスモ
ニタリング等の研究
光配線集積回路、集積化光バイオセンサに
関する研究
情報工学・電気電子工学・機械工学を融合
したメカトロニクス技術と医療応用に関す
る研究

資料：各大学ホームページ等より作成

【個別研究内容】
（ａ）岡山大学

大学院自然科学研究科（生命医用工学専攻） 教授 塚田 啓二

「センサ」と「計測」 をキーワードに様々なセンサデバイスの開発、計測シ
ステム、の研究等を行っており（図表４．18）、
①生体磁気計測の研究〔SQUID〕
②非破壊検査システムの開発〔MR センサ〕
③ガスセンサシステムの開発〔FET ガスセンサ（図表４．19）〕
④テラヘルツを用いたバイオセンシング（光導電アンテナ）
などの幅広い分野に及んでいる。
②非破壊検査システムの開発では、社会インフラの老朽化という課題に対し、
その安全性を確保するために高感度磁気センサを用いた非破壊検査装置の研究
開発などを行っている。2014（平成 26）年度からは内閣府「戦略的イノベーシ
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ョン創造プログラム（SIP）」の「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」
〔管理法人：科学技術振興機構（JST）〕の研究開発に研究責任者として参画し
ている。
図表４．18

資料：中小機構

研究内容イメージ

ホームページ

（ｂ）広島大学
教授

図表４．19

資料：岡山大学

大学院工学研究院
藤本

由紀夫、准教授

水素ガスセンサ

塚田教授資料

機械システム・応用力学部門
新宅

英司

船舶、航空機、自動車などの輸送機器、環境機器や各種生産設備など、各種
構造物を対象として、安全性の評価・維持・管理に関する研究を実施。センサ
関連では自己完結型・小型応力センサ、き裂の危険度診断センサ（図表４．20）
などの構造モニタリングセンサや構造部材や人体などの変形を計測する曲げセ
ンサの開発に取組んでいる。
図表４．20

き裂の危険度診断センサ

図表４．21 シート型変動荷重センサ
（柔軟性タイプ）

資料：広島大学 大学院工学研究院
機械システム・応用力学部門
ホームページ

資料：計測サポート
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また、藤本教授は 大学発ベンチャーとして（有）計測サポートを設立し、圧電

フィルムを用いた各種センサ（圧力、衝撃力、剪断力、振動、変形）の製作 ・
販売も行っている（図表４．21）。
ｂ．公的研究機関
（ａ）島根県産業技術センター
島根県産業技術センターは 2016（平成 28）年に人の動きや呼吸を見守る静電
容量型フィルム状近接センサを産業技術総合研究所と共同で開発した。
新たに開発したセンサは薄いフィルムの両面にサイズの異なるアンテナ（電
極）を印刷し、人が近づくと電極間の静電容量が変化するのをとらえ、人や体
の動きを検知する仕組みである（図表４．22）。
産業技術総合研究所が独自開発したスクリーンオフセット印刷法を用いて導
電インクを印刷し、一度の焼成でフィルムの両面に電極パターンを形成するこ
とにより、薄くて軽く、柔軟性があり、低コストで大面積での設置ができる。
図表４．22

静電容量型フィルム状近接センサ

〔フィルム状近接センサ〕

資料：島根県産業技術センター

〔畳ベッドの畳裏に貼った様子〕

ホームページ

（ｂ）山口県産業技術センター
高齢者介護施設等においては、

図表４．23

徘徊センサ

職員の知らない間のベッド離床
による徘徊、転落事故が多く発
生しているが、山口県産業技術
センターでは有機圧電フィルム
を応用した超薄型離床センサを
開発し（図表４．23）、県内の介
護老人保健施設での臨床実験を

資料：経済産業省（2016）
「公設試験研究機関技術シーズ
集（介護・福祉機器）」

経て、検知回路の改善やセンサシートの改善を重ねて製品化し ている。
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４．３．行政機関・推進組織
４．３．１．全国の取組み（行政機関・推進組織）
ａ．政府
行政等の取組みとして、まず始めに政府の動きに注目する。
国の成長戦略においては、長期停滞を打破し、中長期的な成長を実現してい
く鍵は、近年急激に起きている第４次産業革命（IoT、ビッグデータ、人工知能
（AI）、ロボット、シェアリングエコノミー等）のイノベーションを、あらゆる
産業や社会生活に取入れることにより、様々な社会課題を解決する「Society 5.0」
を実現することにあるとの認識が示されている。
さらに、センサの利活用に関しては経済成長戦略や技術戦略にとどまらず、
その土台ともいえる「情報通信政策」、「科学技術政策」、「社会資本整備」等の
様々な面での展開が見込まれている（図表４．24）
図表４．24
時期

2017 年
7月

計画・方針
IoT ／ ビ ッ グ デ
ータ時代に向
けた新たな情
報通信政策の
在り方
(第四次中間答
申)

未来投資戦略
2017 － Society
5.0 の実現に向
けた改革－

2017 年
6月

科学技術イノ
ベーション総
合戦略 2016

政府決定等での位置付け

会議体

セ ン サ 関 連 の 取 組 み

・（センサの）小型化・長寿命化が進むことが想定されるとと
もに、当該端末の機能追加がソフトウェアの更新によって行
情報通信審
われたり、AI によって制御されるなど、端末層と上位層との
議 会 「 IoT
連携を含め、多様な機能の進化が見込まれる
政 策 委 員
・様々なセンサ情報を基に通信ネットワーク技術と連携して高
会」
信頼・高精度に自動走行させる自律型モビリティシステム
（総務省）
（電気自動車、電動車いす、自律ロボット等）は、多様な分
野における持続的な成長の基盤として期待
・介護現場でのロボット・センサ等の活用について、効果実証
を着実に進め、その結果を踏まえて、次期介護報酬改定の際
に、介護報酬や人員・設備基準の見直しなど制度上の対応を
未来投資会
行う
議
・国内の重要インフラ・老朽化インフラについて、 2020 年頃
（日本経済
までには 20％、2030 年までには全てにおいてセンサ、ロボ
再生本部）
ット、非破壊検査技術等の活用により点検補修を高効率化
・超高効率 AI 処理に資する半導体及び革新的センサ等の基盤
技術開発及びその組込みシステムへの適用を加速する
・（センサ技術） 様々な情報取得に加え、遠隔監視や機能のア
ップデートを遠隔実施する技術の高度化に 取組むとともに、
新規の材料・デバイス・実装技術の研究開発にも取組むべき
・（センサ技術）エネルギー/環境、社会インフラ、健康・医療
分野等のサイバー空間とフィジカル空間をつなぐ高感度な
新規センサの研究開発が重要である。高性能化に加えて超小
内閣府
型・超低消費電力化を進め、生体情報を収集可能なバイオセ
ンサを含む様々な種類のセンサ開発（高感度磁気センサ、温
度センサ等）に取組む
・
（センサ技術）デバイス技術については、IoT 機器のライフサ
イクルが長く、電源供給が頻繁に行えないことが想定される
ため、省電力化の継続的な取組が求められる
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行政機関・推進組織（全国）

図表４．24
時期

2016 年
5月

2016 年
1月

政府決定等での位置付け（続き）

計画・方針

会議体

セ ン サ 関 連 の 取 組 み

世界最先端
IT 国 家 創 造
宣言 改定

高度情報通信ネ
ットワーク社会
推進戦略本部（総
務省）

・高度なセンサ、ロボット、非破壊検査、情報化施工などの
技術を開発・活用することにより、社会インフラの実態を
正確に把握・蓄積し、「見える化」することで、 社会イン
フ ラ を安 全 に よ り 長 く利 用 で き るこ と に つ な げ る取 組 み
を推進
・IT によるセンサ情報等を活用した農作物の高付加価値化

第５期科学
技術基本計
画

総合科学技術・イ
ノベーション会
議
(文部科学省)

・新たな価値創出のコアとなる強みを有する基盤技術
～人やあらゆる「もの」から情報を収集する「センサ技術」
～センサ技術やアクチュエータ技術に変革をもたらす
「バイオテクノロジー」

資料：各種資料より作成

ｂ．推進組織
（ａ）IoT 推進コンソーシアム
IoT 推進コンソーシアムは経済産業省と総務省が中心となり、IoT やビッグデ
ータ、人工知能などに対応し、企業や業種を超え、産官学でのデータ活用を促
進するための組織として 2015（平成 27）年 10 月に設立された。
コンソーシアムの「技術開発 WG

図表４．25

大規模 IoT サービスの実証ができる
センサ・クラウド基盤 JOSE

（スマート IoT 推進フォーラム）」で
は情報通信研究機構と連携し、専有
利用・カスタマイズが可能な大規模
ネットワーク・サーバ設備、設置が
容易な無線センサ設備（貸出型・持
込型）、および、実環境のセンサデー
タが利用可能な、オープンテストベ
ッド（JOSE：Japan-wide Orchestrated
Smart/Sensor Environment）を 設 け
ている（図表４．25）。

資料：情報通信研究機構

（ｂ）ロボット革命イニシアティブ協議会
ロボット革命イニシアティブ協議会は日本をロボットイノベーション拠点と
し、社会変革に繋がるロボットを次々と創出できるような体制、環境整備を一
体的に推進するための組織として 2015（平成 27）年５月に設立された。
同協議会の「IoT によるビジネス変革 WG」では中堅・中小製造業が、IoT に対
し「高度で手の届かない」という認識を捨て、簡単・低コストなセンサモジュー
ル等のツールを活用することを目的に、2016（平成 28）年に、既存のアプリケー
ション等を全国から募集し、
「スマートものづくり応援ツール」として 112 件を公
表した。なお中国地域からは３件選定されている（図表４．26）。
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（参考）

図表４．26

企業名

所在地

エクストラネッ
ト・システムズ

広島県

ヒロコン

広島県

エコマス

山口県

スマートものづくり応援ツール（中国地域分）
ツール名

運転の異常検知の IoT コア
技術
ものづくりスマートトレー
スシステム
エネルギー監視システム
Ecoemon

資料：ロボット革命イニシアティブ協議会

概

要

微小異常の検出・故障予知を実現
IoT でものづくりのスマート化
簡単に電力の見える化ができる

ホームページ

（ｃ）（一財）マイクロマシンセンター
（一財）マイクロマシンセンターは 1992（平成４）年に MEMS 等のナノマイク
ロ分野に係る基盤技術の確立を図るべく設立された組織である。産学官連携の
もと、これまで多くの国・NEDO 主導の技術研究開発プロジェクトに関与してい
る（図表４．27）。

図表４．27

マイクロマシンセンター活動の歩み

マイクロマシン技術研究開発プ
ロジェクト〔1991（平成３）－2000
（平成 12）年)を端緒に、当初はマ
イクロマシン（MEMS）基礎技術を
行い、研究成果は各企業の技術
力・製品開発力強化に活用されて
きている。最近では MEMS デバイス
を応用した新商品やシステムへの
展開が進んだこともあり、省エ
ネ・社会インフラ保全などの社会

資料：（一財）マイクロマシンセンター

パンフレット

課題を解決すべくスマートセンシング＆ネットワークに焦点を当てた技術開発
プロジェクトを始動している。
４．３．２．中国地域の取組み（行政機関）
中国地域における行政機関の取組みとして、アプリケーションに関する実証
実験事例（２例）を紹介する。
ａ．宇部市
宇部市（山口県）は山口大学、構造計画研究所と共同で路線バスを利用した
中小橋梁の簡易健康診断の取組みを実施した。
バスに加速度センサを付けることによって橋のたわみを把握できるのか検証
するため、約１年間にわたり、宇部市が運営する路線バスで 38 橋分のデータを
計測した（図表４．28）。
橋ではなく、バスにセンサを付けて橋の状態を管理できればメリットは小さ
くない。センサを橋に取付けると設置数が大幅に増すが、バスへの設置であれ
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ば、限られた台数でバスが通る橋全

図表４．28

路線バスによる橋梁モニタリング

てを測定できる。
これまでの劣化診断は、コンクリ
ートの中性化をはじめ、部材の細か
い現象に着目するケースが多かった。
バスを用いた診断では、橋のたわみ
という大きな現象で、構造物全体の
劣化状況を把握し、構造物の劣化が
急速に進むタイミングを捉えて安全
性に問題が生じる兆候を見つけると

資料：構造計画研究所

ホームページ

いう考えに基づく。
計測結果からは、バスに乗せた加速度センサのデータと橋桁中央に設置した
加速度センサのデータを比較
すると、同様な挙動を示して

図表４．29

橋梁とバスバネの下振動の相似性確認

おり、取組みの妥当性が確認
できた（図表４．29）。このよ
うな結果から、現時点では路
線バスを利用した簡易健康診
断として提案するまでに至っ

資料：構造計画研究所

ホームページ

ている。
ｂ．福山市
福山市（広島県）は、2017（平成 29）年に「IoT デバイスを活用したヘルス
ケアの社会実験」への参加を公表している。この実験は幅広い顧客ネットを持
つ「青山キャピタル（広島県）」、独自のバイタルセンシング技術を持つ「ダイ
キン工業（大阪府）」、セキュアなクラウ

図表４．30 チューブ式空気圧センサ

ド環境提供を得意とする「ソフトバン
ク・テクノロジー（東京都）」の３社が、
ベルトに装着したデバイス（チューブ式
空気圧センサ：図表４．30）で、モニタ
の生体情報をリアルタイムに計測し、職
場環境とストレス度の相関や、就業時の
ストレス度と睡眠時の昏睡状態の相関な
どを明らかにする実証実験である。明確
な役割は今後３社とともに協議を詰めて
いくが、全面的にバックアップを行う方
針としている。
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資料：福山市

ホームページ

他地域事例調査の概要

５．全国のセンサ関連の取組状況（他地域事例調査）
５．１．他地域事例調査の概要
センサ業界の動向、トリリオンセンサ・IoT 時代におけるセンサの捉え方、地
域におけるセンサ関連の研究開発やアプリケーションの展開等の取組みおよび
それらに関連した支援状況等を把握するため他地域事例調査を実施した。
訪問先には「産」・「学」・「官（公）」の各主体において、活動エリア、業種、
規模等を勘案し、先進的な取組みがみられる先を選定した。訪問時期は 2017（平
成 29）年８～10 月。
５．１．１．ヒアリング先
ヒアリング先は以下の関東地域～九州地域

計８箇所。①企業（製造業・サ

ービス業）、②大学・研究機関、③行政・支援機関を訪問（図表５．１）。
図表５．１

ヒアリング調査実施先

5.2.7. マイクロマシンセンター

5.2.4. 神戸大学

三品教授
5.2.8.大阪産業技術研究所

5.2.5. 兵庫県立大学

前中教授
5.2.1. NPO ｻｰｷｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ
梶田理事

5.2.6.産業技術総合研究所
寺崎グループ長
5.2.3.NK アグリ

：企業

：大学・研究機関

は委員会による訪問先
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5.2.2. インテリジェントセンサー
テクノロジー

：行政・支援機関

他地域事例調査の概要

ａ．企業（産）
センサ業界全般に精通している企業関係者、世界初の味覚センサ開発企業、
中山間地域の課題解決にも資する農業分野での先進的なアプリケーションに取
組む企業、計３先を訪問（図表５．２）。
図表５．２
区分

5.2.1

産

5.2.2

5.2.3

ヒアリング調査実施先（企業）

上段：訪問先

下段：概要

所

在

地

NPO サーキットネットワーク 梶田理事
神奈川県横浜市金沢区
企業（村田製作所）時代は部品全般の責任者を務めるとともに、業界技
術ロードマップの策定において中心的な役割を果たす。退職後も企業の
IoT の取組みをサポート
インテリジェントセンサーテクノロジー
神奈川県厚木市
前身のアンリツ時代に九州大学 都甲教授と味覚センサの共同研究を開
始し、世界で初めて味認識装置の実用化に成功。その後、センサ事業を
引継ぎ、独立
NK アグリ
和歌山県和歌山市
機能性野菜等においてセンサデータの利活用により「地域単位」ではな
く、
「品目を軸にした広域連携」により新たなバリューチェインの構築を
目指す

ｂ．大学・研究機関（学）
センサによって得られる情報価値を軸とした日本独自のプラットフォームを
提唱する研究者、先進的な MEMS センサの開発・応用研究に取組む研究者、トリ
リオンセンサ時代に対応した組織において「見えないものの可視化」を推進す
る研究者、計３先を訪問した（図表５．３）。
図表５．３
区分

学

ヒアリング調査実施先（大学・研究機関）

上段：訪問先

下段：概要

所

在

地

神戸大学 大学院経営学研究科 三品教授
兵庫県神戸市
専門は経営戦略、経営者論。IoT 時代に先駆け、センサーデータの価値
5.2.4
に注目し、日本政策投資銀行において「センサー研究会」を組織。独自
の「センサーネット構想」を提唱し、日本企業の新たな勝機を見出す
兵庫県立大学 大学院工学研究科 前中教授
兵庫県姫路市
5.2.5 センサの高機能化・集積化、多次元センサとその応用、マイクロマシニ
ングによるセンサデバイスに関する研究に従事
産業技術総合研究所 製造技術研究部門
佐賀県鳥栖市
トリリオンセンサ研究グループ 寺崎グループ長
5.2.6 国内での TSensors Summit 開催による機運の高まり等を受け、2015（平
成 27）年にトリリオンセンサ研究グループの設置とともに、グループ長
に就任。製造現場に潜む価値・「見えないものの可視化」に取組む
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ｃ．行政・支援機関（公）
MEMS 等のナノ・マイクロ分野において 先端技術開発プロジェクトに取組む「支
援機関」および地域企業のセンサ開発の技術支援や産学官連携組織の運営を行う
「公設試験 研究機関」の計２先を訪問した（図表５．４）
。

図表５．４
業種

5.2.7
公
5.2.8

ヒアリング調査実施先（行政・支援機関等）

上段：訪問先

下段：概要

所

在

地

マイクロマシンセンター
東京都千代田区
マイクロマシン・MEMS 等のナノマイクロ分野において国・NEDO 主導の先
端技術開発プロジェクトに取組むとともに、企業のオープンイノベーシ
ョンを支援する MNOIC も設置
大阪産業技術研究所
大阪府和泉市
MEMS 技術や高機能薄膜作製技術を用いた高機能センサや集積化マイク
ロデバイスの研究・開発に関する技術支援、また、同研究所を事務局と
して地域の産学官が参加する「センシング技術応用研究会」を運営

５．１．２．ヒアリング項目
主なヒアリング項目は以下のとおり（図表５．５）。
図表５．５

主なヒアリング項目

①企業・組織概要
・（産）事業内容・取扱製品・コア技術
・（学・公）組織概要、地域の状況
②取組内容
・センサ関連の研究開発内容・課題
・今後の展開
③センサ市場・技術動向
・センサの市場動向、日本企業の位置付け
・IoT 進展などにより今後センサに求められる機能・課題
～デバイス面、情報利活用面～
④地域におけるセンサ利活用の展開
・センサ利活用の有望分野
・地域におけるセンサ利活用のための方策・進め方
～産学官連携のあり方、求められる支援策・推進体制、人材育成など～
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梶田理事

５．２．他地域事例調査の結果
５．２．１．ＮＰＯサーキットネットワーク
訪 問 日
訪 問 先

理事

梶田

栄

2017（平成 29）年 9 月 8 日（金）
東京都千代田区大手町 1-1-3（大手センタービル）

ａ．梶田理事の経歴
（ａ）村田製作所時代
鉄道車両会社勤務を経て、1987（昭和 62）年に村田製作所に入社。高周波デ
バイスを手始めに、通信モジュール、センサ全般を手掛ける。ドイツへの出向
の後、金沢村田製作所工場長、本社部長を経て、調査役時代には電子情報技術
産業協会（JEITA） 電子部品部会 技術委員会 部品技術ロードマップ専門委員
会 主査を務め、業界全般の将来像の取りまとめを行った。
（ｂ）退職後
村田製作所を退職後、引き続き部品技術ロードマップ専門委員会の客員を務
めるとともに、大手半導体メーカや電機メーカ等の技師 OB 等で構成される NPO
サーキットネットワークの理事に就任し、企業での経験を活かしデバイスとネ
ットワーク双方の面から企業の IoT 関連の取組みのサポート等を行っている。
ｂ．センサ市場・企業の動向
（ａ）センサとは
センサとは人間の持っている五感を機械的に再現（変換）し、
「見えないもの
を見えるようにする」ものである。そのため、温度センサ、圧力センサ、磁気
センサ等の様々なセンサが存在し、 図表５．６
各センサにおいても多くの方式が存

センサ「素子」～「システム」

在している。
また、一口にセンサといっても、
「素
子」から通信機能等を付加した「デバ
イス」、さらにネットワーク化し、ク
ラウドデータベース処理を行う「セン
サシステム」まで広い意味でセンサと
呼ぶこともある（図表５．６）。

資料：梶田理事

講演資料

（ｂ）センサの市場動向
近年、センサ市場は活況を呈しているが、前述のとおりセンサの種類が多岐
に及ぶように、市場は本来、細分化され、多くのメーカが存在している一方で、
それぞれの規模は大きくないという特徴がある。自動車、携帯電話・スマート
フォン向けセンサ市場は逆に例外的な存在といえる。
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梶田理事

ただし、各センサ市場が安定的かといえばそうでもなく、代替的なセンサが
新たに開発されれば、たちまちシェアを失うこととなる。よって、センサメー
カはコアコンピタンスを強化しながら、アプリケーション側に新たな提案を継
続的に行うことが求められ、そのための異業種交流が不可欠となっている。
近年では、各センサメーカはラインナップ拡充に向け、同業のセンサメーカ
および半導体・電池等の周辺分野のメーカの買収・合併が積極的に行われてい
る。さらに、デバイスメーカの中には単なるセンサ製造だけでなく、クラウド
等におけるデータ処理分野への進出を検討している企業もある。例えば、村田
製作所は AI 等を活用したデータ処理等の研究を含め、2020（平成 32）年に横浜
市に新たな研究開発拠点を設ける予定となっている。
（ｃ）日本企業の強み・弱み
日本のセンサメーカの強みに関しては、メーカの中 には「材料」～「ソリュ
ーション」まで全般を垂直統合している企業が複数あり、そのことが日本のセ
ンサ 関連 技 術の レベ ル の底 上げ に つな がっ て いる 。今 後 セン サの 主 力に なる
MEMS 技術は日本発の技術である。これに対し、米国は分業体制、購買戦略に強
みがあり、欧州は、ドイツやイギリスのように研究機関を中心とした産学連携
に長けているとの印象を持っている。
一方、弱みは新たなセンサデバイス・アプリケーションの開発の面で発想力
が乏しいことである。かつては日本でもソニー等が強かった面であるが、残念
である。
また、標準化に関しては JEITA でも取組んでいるが一長一短がある。例えば、
テレビチューナーは日本主導で標準化されたが、東南アジアへ生産がシフトし、
市場を失った。IoT 時代を迎え、センサ分野においもオープン／クローズ戦略を
どのように行うかは重要な課題である。
（ｄ）今後センサに求められる機能・課題
ア．MEMS 化の進展
センサの MEMS 化により「低価格化」、「小型化」、「高感度化」が進展すること
となるが、高感度の裏返しとして、ノイズも多く拾うこととなる。このノイズ
と真に必要な信号のフィルタリングに AI を活用できれば効率的になる。
イ．分野別の要求要件
分野別の要求用件をみると「自動車分野」では自動運転を見据えて高応答性、
低遅延性が求められる。センサシステムが人間の反応より遅くては意味がない
ため、応答時間が現在の 1/10 程度の応答性が期待され、その実現のためにデバ
イスだけではなく通信の 5G 化、プロセッサにおける固定的な処理を（ノイマン
型ではなく）専用回路化すること等による対応が図られることとなる。
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梶田理事

「医療分野」に関しては、新たなアプリケーションの開発が期待されている。
数十年前、センサメーカは「自動車分野」への参入を躊躇していたが、今では
大きなビジネスになっている。同様のことが医療機器にもいえる。
その一方で、デバイスメーカにとって一般品として供給する場合は問題ないも
のの、共同開発の場合、（適用例はないものの）PL 法の対象となる点や、このよ
うなリスクがありながらも自動車分野ほど数量が確保できない点が難点となる。
「農業分野」に関しては、センサは「耐久性」が求められるとともに、
「通信」、
「電源」等の問題がある。また、現在、採取されている気温・日照時間等のデ
ータ以外にも植物の生育に影響を与えるものと考えられ、センサを活用し、新
たなデータを利活用することにより農家の暗黙知等も含め解明する余地が多く
ある分野ともいえる。
「産業（製造業）分野」に関しては製造装置の稼働状況をセンサにより把握
し、取得したデータの AI 活用により予知・予防保全が進展していくと見込まれ
る。また、「食品製造業」に関しては、一時期社会的に問題となった異物混入に
関して継続的な対応が求められている。この分野では現在でも研究は進行中で
あり、非接触方式による人間・動物の毛など食品と親和性の高い異物の検知が
課題として残っている。
ｃ．地域におけるセンサ利活用の展開について
（ａ）センサ利活用の有望分野
「防災・安全・セキュリティ分野」が有望である。これは国土管理を含めた
幅広い話である。また、人の介在している仕事も有望分野である。 2025（平成
37）年には 350 万人の人手不足が発生するという予測もある。
上述の農業、食品製造業分野に関連して、味覚センサ等と合わせることによ
り「６次産業化」も有望な分野と考える。
さらに、グルコースセンサ等のバイオセンサ、東京大学

神崎教授が研究開

発を行っているバイオミメティクス（生物応用）センサにも注目している。
（ｂ）地域における展開方策
中国地域には他地域にはない特色のある場所が存在している。例えば、砂地
である鳥取砂丘や内海である瀬戸内海である（図表５．７）。これらのエリアに
センサを多数設置し、生物・環境メカニズム等を解明しつつ、地域独自の科学
的な農作物の栽培、魚介類の養殖を行うことは有益であると考える。さらに、
このような取組みは防災等の国土管理にも寄与するものである。
加えて、このような場に地域の中小デバイスメーカが特徴的なセンサを開発
しつつ、参画できれば、地域の一大プロジェクトとなる。
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（参考）図表５．７

梶田理事

鳥取砂丘と瀬戸内海

資料：Wikipedia(JA)

（ｃ）産学官連携のあり方、求められる支援策
「学」に関しては、大学の教員にセンサメーカ等の 40 代位の若手研究員を登
用し、学生が日常の授業・研究活動においても企業の雰囲気に触れることによ
り、実用的な産業人材の養成へとつなげることが有益である。
「官」に関しては、今後、センサの MEMS 化、ナノ化の進展が見込まれるが、
現在は、関連技術・人材が中央の大企業に集中しがちである。「ナノ系装置」や
新たに開発されたセンサの多品種少量生産に対応した「ミニマルファブ施設」
の公設試験研究機関への設置補助を行うこと が、地域のデバイスメーカにおけ
るナノ分野での技術蓄積・事業化への支援となると考える。
さらに、その装置・施設を地域において利活用できるエンジニア等のサポー
ト人材の養成に関しても期待したい。
（ｃ）人材育成
技術進歩に伴い大学等での授業も専門性が高まった代わりに、カバレッジが
狭まってしまった。再び IoT、AI 等に対応した広範囲の工学全般に及ぶ知識へ
の対応も求められる。
さらに、アプリケーションメーカでは女性人材の登用が進展しているがデバ
イスメーカは女性人材の活用が不十分である点が課題といえる。
＜本ヒアリングのポイント＞
・企業時代は部品全般の責任者を務めるとともに、JEITA の部品技術ロードマップ
の策定において中心的な役割を果たす。退職後も企業の IoT の取組みをサポート
・日本のセンサメーカの「強み」は垂直統合メーカの存在による技術レベル全般
の高さ。「弱み」はデバイス開発・利活用における発想力の乏しさ
・鳥取砂丘や瀬戸内海等の特定エリアにセンサを多数設置し、生物・環境メカニ
ズム等を解明しつつ、地域独自の科学的な農作物の栽培、魚介類の養殖を行う
ことは有益
・「ナノ系装置」や「ミニマルファブ施設」の設置補助およびサポート人材の養
成により地域におけるナノテクノロジーの蓄積・事業化を期待
・センサメーカにおける人材面では女性人材登用が今後の課題
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５．２．２．株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー
訪 問 日
対 応 者
訪 問 先
資 本 金
従業員数
主な事業内容

2017（平成 29）年 8 月 30 日（水）
代表取締役社長 池崎 秀和
取締役ソリューションサービス部 部長 荒谷 和博
神奈川県厚木市恩名 5-1-1
125,000 千円
18 名
味覚センサの開発・生産・販売、アフターフォロー、依頼分析

ａ．企業概要
（ａ）事業内容
同社は味覚センサの開発・生産・販売およびユーザに対するアフターフォロ
ー、外部からの依頼分析を行っている。1989（昭和 64）年から九州大学都甲教
授と共同研究を始め、世界で初めて「味認識装置」を開発した。現在も顧客の
課題を解決し“役に立つ”製品開発を目指し、味の見える化に貢献している。
（ｂ）設立経緯
池崎氏がアンリツ株式会社（電子計測機器等を製造する東証一部上場企業）
に勤務していた際、企業内の研究テーマとして九州大学の都甲教授が味覚セン
サ開発を行っていることを知り、共同研究をスタートさせた。
しかし、2002（平成 14）年にアンリツ株式会社の業績が悪化したことから、
味覚センサの共同研究は中止を余儀なくされた。池崎氏は既に試験販売を行っ
ている顧客への思い、同研究の将来的な可能性などの理由から、同研究の継続
のため奔走した。最終的にはアンリツ株式会社を退職した上で、同年に私財で
同社を設立、味覚センサの開発・販売等の事業を買取り、現在に至っている。
（ｃ）味覚センサ開発への道のり
味覚センサ開発のコンセプトは当初から「人工の舌を作ろう」を掲げているが、
単一の物理量を測定する物理センサと異なり、味覚センサの実現は非常に困難な
ことである。例えば、コーヒー一杯にも 500 種類ほどの味物質があり、それぞれ
の味物質の程度の違いもある。さらに、砂糖を入れると苦味物質に変化は起きな
いが人間は甘く感じるなど、それぞれの物質の複合により感応も違い、味覚評価
は非常に複雑になる。
このような状況下で味覚を評価するには、それぞれのセンサが特定の味物質
を認識する“高選択性”ではなく、それぞれの類似した味に対して類似した応
答をする“広域選択性”が必要となる。ただし、これらの相関を網羅するには、
数多くのパターンを認識する必要があり、実用化レベルでみると現実的とは言
えない。
同社は複数あるパターンをシンプルにしたいという発想のもと、都甲教授とと
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もに基本味ごとに高い広域選択性を持つセンサ「人工脂質膜型味覚センサ」を
開発し、味覚の見える化に成功した。例えば、コーヒーを苦味と酸味の数値でプ
ロットすることで、それぞれのコーヒーの特徴を掴むことができる（図表５．８）。
全国の公設試験場、大学、飲料・酒類・製薬等の企業で導入され、現在の納入
実績は延べ 400 台以上で、海外にも 50 台を納入している。
図表５．８

資料：インテリジェントセンサーテクノロジー

味の見える化

提供資料

ｂ．取組内容
（ａ）製品・サービス内容
同社は主に、味の認識装置の開発と販売を行っている。味認識装置の関連で、
国内特許 20 件、海外特許 1 件を有し、現在 20 件の特許が出願中である。また、
現在の味認識装置は一台 1,000 万円程度としている。
これらの製品に付随して、以下の３つの販売・サービスがある。
ａ．センサプローブ・測定溶液・測定容器等、味認識装置の消耗品を販売
ｂ．使い方を啓蒙するため、定期的な講演会やセミナーを開催
ｃ．味覚センサによる依頼分析業務
利益の面からみると、多くの大手企業に導入されていることもあり、新規の
味覚センサ販売に加えて、導入済みの企業に対する消耗品の提供などアフター
フォローが主な業務となっている。
今後は徐々に研究分野を強化していき、新たな特許など開発に注力していく
方針である。
（ｂ）味覚センサのビジネス・地域振興への活用例
ア．マーケティングでの活用
国内では人口が減少し、食品関連会社はマーケティングの重要性が高まって
いる。これまでは良いものを作れば売れる状況でプロダクトアウトの発想で十
分であったが、セブンイレブンにおいて地域ごとに販売商品が異なっているよ
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うに、地域や年齢、性別などのセグメントに合わせた商品展開の重要性が増す。
同社の味覚センサはこれまで不可能であった味を「見える化」するものであり、
実際の数値（根拠）に基づいた戦略が可能となる。
また、食品業界は官能検査による商品開発が一般的で、バイヤーの体調や気
分に評価が左右されることが大きな課題であった。このような課題に対し、名
古屋市にある中小食品メーカは、味認識センサを導入し、競合他社の商品との
味の比較をすることで、バイヤーに客観的な数値で味を提案できるようになり、
取引の透明化につながった。また、こういった取組みは商品開発時の時間短縮
や試作回数の削減からコスト削減にもつながり、大企業だけでなく中小の食料
品メーカからの引き合いも増えている。
イ．生産現場での活用
原料価格の変動に対する、コスト維持や品質の安定に利用している企業があ
る。
例えばコーヒーでは、原料の価格が上昇すれば、販売価格を 引上げるか原料
を変更するしかなかった。原料を変更する場合は、味が変化し顧客に影響を与
える可能性があり、また味を変化させないようにするには、相当の知識と感応
力を持ち合わせた、いわゆる“職人”による相当の労力が必要であった。
し かし 、 味 認識 装 置 に よ

図表５．９

コーヒーメーカのコストダウン事例

り原料 の味を 見える 化 して
いれば 、原料 の変更 を する
際、デ ータベ ースか ら 原料
組合せ の最適 化を行 い 、比
較的簡 単に品 質を維 持 した
ままコ ストを 据置く こ とが
できる 。その 結果、 従 来手
法と比べ 10％から 30％のコ
ストダ ウンに なった 企 業も
あると聞く（図表５． ９）。
ま た、 近 年 注目 さ れ て い

資料：インテリジェントセンサーテクノロジー

提供資料

るカロ リーオ フなど の 制約
条件下において味を落とさないための組合せなども、職人が考えつかないよう
な最適な組合せを再現できる。
これまで、他の製造業においては様々な品質評価ツールが開発されてきたが、
食料品製造業においてそれらは不十分であった。同社は、今後は味認識装置が
食料品製造業の生産現場における品質評価のための重要なツールになるものと
考えている。
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ウ．地域振興への活用

図表５．10

島根県の取組み

味認識装置は全国の公共機関にも
納入され、地域振興への活用が図ら
れている。例えば、島根県商工会連
合会は、味認識装置を活用して県内
の特産品の味を数値化し、一般的な
類似品の数値と比較して紹介するな
ど、味の見える化を有効に活用した
販促活動を行っている（図表５．10）。
広島県も、味認識装置を活用して、

資料：島根県商工会連合会

もみじ饅頭やお好み焼きなど地域の

「島根のおいしさエビデンスブック」

特産品に合う味や香りの日本酒「ひろしま一途な純米酒」を開発している。
インバウンド需要が倍々に増加していく中、地域への注目も高まっており、
地域の特性を生かした差別化の促進が期待される。
ｃ．課題と今後の展開
（ａ）今後の展開
東南アジアなどが豊になっていることから、食品市場は現在の 340 兆円から
680 兆円に拡大すると言われている。また、世界中で少子高齢化が進む中、日本
は課題先進国で、これは逆にビジネスチャンスと言える。同社は味認識 装置で
味の世界標準を確立し、食品業界の発展に貢献したいと考えている。
（ｂ）課題・求められる機能
味認識センサに関して言えば、小型化も然る事ながら更なる安定化が求めら
れる。例えば、人工甘味料は未だ定量化できていない。また、辛味は味ではな
く、痛覚や温度に関連しており、塩味センサの精度も不十分なため、応答メカ
ニズムを再設計する必要がある。
データ量が増加しているので、データを処理し最適化を導き出すための AI 化
など、データマイニングのためのソフトウェア面の強化も重要である。また、
それらを使いこなす人材教育も必要で、同社では顧客に対し専門技術教育やビ
ジネス活用のコンサルティングを行っていきたい。
（ｃ）有望分野
農業・水産業などの食品業界はセンサの活用が比較的遅れているため、同社
の味認識装置などを活用し、業界が急速に発展すると考える。ただし、センシ
ングをして何の役に立つのか考えて行動することが重要で、そのためには、生
産現場から、加工、小売の参加者が一丸となり、マーケットインの発想で進め
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ていかなければならない。
快・不快、痛み・快感などの感性評価をセンシングできるようになれば、医
療や介護での QOL にも役立つ。また、化学分析の技術はまだまだ未開拓の分野
が多く、どのようなことができるのか未知であるものの、これまで犬の鼻に頼
っていた犯罪防止や、地雷除去などの安全面にも貢献できるのではないかと考
えている。
ｄ．産学官連携のあり方
同社が九州大学の都甲先生と共同研究を行った経験を踏まえると、学と連携する
際には、組む相手個人が非常に重要であった。技術主導ではなく、人の幸せを考え、
人の３倍がんばれる人と組まなければ成功は無かったと考える。また、企業が主導
となって、研究内容が何のためになり、何に役立つのかを明確にした上で、研究を
行うことも重要である。

＜本ヒアリングのポイント＞
・九州大学都甲教授との共同研究により、世界で初めての味認識装置を開発。
味の世界標準化を目指す
・味覚のセンシングには“高選択性”ではなく“広域選択性”が重要
・味の見える化は、取引の透明化やコスト削減につながる
・地域の特性を生かした地域間の差別化促進を期待
・学と連携する際は、相手を技術ではなく人で選び、企業が主導となりマーケ
ットインの視点で開発することが大切
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５．２．３．NK アグリ株式会社
訪 問 日
対 応 者
訪 問 先
資 本 金
従業員数
主な事業内容

2017（平成 29）年 8 月 22 日（火）

代表取締役社長

三原 洋一

和歌山県和歌山市梅原 579−1
155,000 千円
社員 14 名、パート 60 名
植物工場による野菜の生産・販売、機能性野菜の研究開発・流通

ａ．取組内容
（ａ）取組経緯
親会社であるノーリツ鋼機は写真現像機の製造・販売の大手企業であったが、
2000 年代に入り、IT 技術の進化・デジタルカメラの登場等に伴い、売上が減少
傾向にあった。そこで、2009（平成 21）年に「第２の創業」として成長の見込め
る「食」、「医療」、「環境」分野において新規事業の開拓に取組むこととなった。
（ｂ）製品・サービス内容
ア．野菜工場
2009（平成 21）年よりノーリツ鋼機の工場敷地内において、国内有数の栽培
面積である約 3,000 坪の野菜工場を建設し、太陽光を利用したレタスの水耕栽
培を開始した（ブランド名「AQUA LEAF」）（図表５．11）。農業未経験であった
こともあり、温度、日射量、肥料の使用量などのデータをセンサで収集するな
ど（図表５．12）、試行錯誤しながらも栽培方法を確立していった。開始４年目
には地域提携生産者による みずな・ほうれんそう の水耕栽培へと事業を拡大して
いった（ブランド名「AQUA GARDEN」）。
図表５．11

写

野菜工場（自社工場）

図表５．12

温度センサ

真

現在、これらの「AQUA」ブランドの商品は関東～中四国エリアの量販店 41 社、
約 2,000 店舗以上で取扱われている。
野菜工場のセンサデータは、生産現場の収穫量、量販店の需要量とともに、
サイボウズ社のクラウドシステム「kintone」に集約され、社内で共有化が図ら
れている。出張・移動中の社員もスマートフォンからアプリを使って、いつで
も情報を閲覧し、コメント機能を使って議論を交わせるようになっている。
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「kintone」は IT 経験者でなくても、業務アプリを作成でき、ハンドリングが
容易なのも特徴である。
イ．リコピンニンジンプロジェクト
５年目〔2015（平成 27）年〕からは野菜工場に加え、機能性野菜（露地野菜）
に関連した取組みを開始した。品目として、一般的なニンジンにはほとんどな
いリコピンを豊富に含んだ紅色のニンジン（商標名「こいくれない」）を生産、
流通させている。リコピンニンジンは形・見た目ではなく、栄養価を基準に選
別を行っている。既存の市場流通においては「見た目」が価値評価の前提にな
っているが、
「おいしさ」、
「保健機能」を評価の軸にした新しい バリューチェイ
ンの構築を目指している（図表５．13）。
図表５．13

「こいくれない」のバリューチェイン

種 苗

栽 培

商品化

流 通

民間の機能性品種

全国の農業生産者

NKアグリ

大手量販店

（管理NKアグリ）

日本製粉

消費者

成分を多く

最適な栽培管理

適切な品質規格

特色のある商品

高齢化

含む品種

収穫予測技術

加工方法

宣伝販売

多様化

機能性成分を軸にした バリューチェーンを構築

こいくれないと定義
資料：NK アグリ資料

具体的な取組みとしては野菜工場における知見等も活用し、各地域の提携農家
の畑に センサを設置し、そこから気温等のデータを蓄積、解析し、生育と相関性

の高い環境データを特定しているさらに、提携農家に対しリコピンが一番多く
含まれる収穫時期を提示し、収穫を促している。さらに、データ可視化の一環
として露地野菜で初めての栄養機能表示（ビタミンＡ）を行っている。
加えて、
「こいくれない」を長期間出荷できる体制として、北海道～鹿児島まで
の全国７都道府県 約 50 名の農家と栽培の提携をし、通常単一地域では１ヶ月に限
られてしまう出荷期間を 、同じ品質で６ ヶ 月にまで広げることができている。日本

の農業は基本的に各地域単位での対応であり、出荷時期に制約があるが、以上の
ように品目を軸に広域で連携を行うことにより“旬”の野菜を周年で供給するこ
とが可能となっている。
（ｃ）今後の展開
足下では「こいくれない」の生産量・提携農 家の拡大を図っている。生産ノ
ウハウの蓄積、流通体制の構築には年数を要するため、新品目拡大に容易には
着手できないのが現状である。ただし、長期的には新たな品目の開拓、海外へ
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の販売も視野に入ってくる。
また、農業データ等に関するプラットフォームの提供も可能性がないわけで
はないが、大手通信会社が参入し、積極的に活動している分野であり、太刀打
ちは容易ではない。
ｂ．センサ利活用における課題・求められる機能
（ａ）デバイス面
センサデバイス（機器）に関する最大のネックは１ ヶ 所あたり数万～数十万
円かかるコストである。野菜の売値が数十円～数百円単位であることを考える
と容易に手が出せる金額ではない。
通信コストも同様である。現在、通信コスト対応として提携農家の自宅に近
い畑を選定し、そこからセンサデータを自宅に飛ばし、インターネット接続に
よりクラウドに上げている。
また、今後、従来の環境データだけでなくドローンにイメージセンサを搭載
し、植物の発芽率を面的に把握するような技術等が進展すれば農作物の生育管
理、収穫時期の予測が容易になるものと考える。
（ｂ）データ利活用面
農業分野に参入以降、データ解析スキルの向上に努めてきた。AI 手法等を用
いた分析への対応も今後の課題と考えている。
一方で、多くの種類のデータを用いて厳密に収穫時期の予測を行っても、雨
天となれば１週間も収穫できないこともある。コスト面からも気温等の主たる
センサデータである程度正確な時期予測ができれば十分であるという考え方も
重要である。従来の農業における“経験知”であったものを“可視化”するこ
とに意味があると考える。
ｃ．地域におけるセンサ利活用の広がりについて
（ａ）地域課題解決・地域との連携の可能性
当社でも高齢者の再雇用、近隣の女性等を中心にパート社員 を 60 名雇用して
いるが、農業は収益性確保、人手不足・高齢化の進展に加え、外国人研修生へ
の対応等も含め他の分野に先駆けて課題に直面している分野ともいえ る。これ
らの解決ができれば他の分野への展開も期待される。
現在、取組んでいるセンサデータを起点とした新たな バリューチェイン・価
値体系の構築は人手不足、人材の偏在、食料自給率の向上等の様々な課題解決
に貢献するものと考える。
（ｂ）（農業分野に限らず）センサ利活用の有望分野
自分でも装着しているが、ウェアラブルデバイスにより生体データを収集し
てみると、新たな発見が日々ある。用途の広がりが見込まれる分野である。
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（ｃ）センサ全般の利活用の方向性
デバイスメーカとコンソーシアムを組むこともあるが、センサデバイスは通
信機器等も含めイノベーションの激しい分野との印象があり、センサの 共同開
発よりも、その都度最新のものを購入した方が合理的であると考えている。
（ｄ）産学官連携のあり方、求められる支援策
農業分野には多くの研究成果があり、論文として広く発表されているが、現
場での実証・実用化は進展していないのが現状である。当社では研究機関との
立場の違いを踏まえつつ、これらの研究成果の実用化という観点から分野にと
らわれず様々な研究機関と積極的に連携している。
例えば、平成 26 年度 農林水産省事業であ 図表５．14 リコピン量を測定する
ための非破壊検査法

る『機能性ニンジン「こいくれない」の機能
性成分量の迅速評価法及び価値保持技術の
開発による横断的産地形成』では代表機関
（共同研究機関：筑波大学、東京農業大学、
日本製粉）として参画し、リコピン量を測定
するための非破壊検査法の開発（図表５．17）、
超長期保存法の産地実証を担当した。
基礎研究も重要とは思うが、実証・実用
化ステージの取組みに対しても積極的な支

資料：NK アグリ

ホームページ

援を期待したい。
また、支援策としては、現在公表されている気象データのほかに、行政機関
等では非公開の温度データを含め多くの環境データを所持していると聞いてい
る。このようなデータは農業分野では活用の余地が大きいと考えられるためオ
ープン化が望まれる。
＜本ヒアリングのポイント＞
・農業未経験者が野菜工場での水耕栽培に取組み、温度、日射量、肥料の使用量な
どのセンサデータの収集・活用等により、試行錯誤しながらも栽培方法を確立
・センサデータの利活用により「地域単位」ではなく、「品目を軸にした広域連
携」により新たなバリューチェインの構築を目指す
・農業分野におけるセンサデバイス（機器）に関する最大のネックはコスト
・イメージセンサによる植物の発芽率を面的に把握するような技術等の進展に期待
・論文等の研究成果の実用化という観点から分野にとらわれず様々な研究機関と
積極的に連携

- 128 -

他地域事例調査：④神戸大学

三品教授

５．２．４．神戸大学 大学院経営学研究科 教授 三品 和広
訪 問 日

2017（平成 29）年９月６日（水）

訪 問 先

兵庫県神戸市灘区六甲台町 1-1

ａ．研究・取組内容
（ａ）研究内容
専門分野は、経営戦略、経営者論であり、事業の長期収益の決定要因等につ
いて研究を行う。最新著書には「モノづくりでもインターネットでも勝てない
日本が、再び世界を驚かせる方法」があり、センサーの重要性と日本企業の勝
機を提示している。
（ｂ）取組経緯
三品教授がセンサーネット関連の研究を始めたきっかけは、2012（平成 24）
年にかねてから面識のあった当時の日本政策投資銀行 関西支店長から、関西支
店独自の研究会への参画を依頼されるとともに、テーマ選定を委ねられたこと
にある。IoT 等によりセンサーが今日のように注目される以前のことである。
当時の日本は、太陽光発電システムに陰りが出はじめ、関西の大手家電メー
カーの凋落がみられるなど、単体技術のイノベーションによる 機軸に日本経済
の発展を展望できる状況になかった。
一方、世界に目を向けると、Google や Amazon などが自動的にデータが収集さ
れるビジネスを構築し、蓄積された莫大なデータ量を活かし世界を席巻しつつ
あった。
そこで、日本が技術的に強みを持ち、かつデジタルデータの取得に役立つセ
ンサーを利用し、進行中のビッグデータ時代の流れに関わる方法があれば、再
び日本が世界を席巻できるのではないかと考えるに至り、センサーをテーマと
した研究会が立ち上がった。
（ｃ）センサービジネスの展開
センサー単体でみると、従来は日本企業は技術力という強みを持っているも
のの、それぞれのセンサー市場の規模は小さく、ビッグビジネスは成立しにく
い状況にあった。
一般的にビジネスチャンスというのは、「ボトルネック」にあるが、ビッグデ
ータ、AI などが進化する中で、データを検知して信号に置き換える入口＝セン
サーが「ボトルネック」になっており、今後、この「ボトルネック」を解消し
ようという動きが活発になることが予測できる。
このように、センサーには大きなチャンスが訪れているが、日本企業の勝機
とするには、従来の「部品」として売るビジネスではなく、新たなビジネスモ
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デルを検討する必要があると考えられる。
ｂ．センサーネット構想について
（ａ）センサーネットの必要性
現在、本当に必要とされているのはセンサーデバイスではなく、センサーか
ら取得できるデータである。この点を肝に銘じなければ、センサーメーカーが
いかに事業領域を拡大しようと意味がない。
さらに、データはその特性として加工（比較）することで価値が生まれ、加
工すればするほど付加価値が高くなっていく。こうした意味で、データを巡る
争奪戦が起こってくる。
例えば、気温という単体のデータを取得しても、それだけでは役に立たない
が、その気温と相関のある食品の売上が把握できれば生産管理の上で役に立つ。
現在の日本企業は、POS データなどを活用し企業活動に活かしているが、一般
的に数ペタバイトと言われる様なビッグデータには遠く及ばない。POS データで
は顧客の形式的な個人情報と実際に購入したもののデータしかない一方、Google
では Gmail 内の文章から個人の嗜好などを把握し、Amazon では購入に至らないま
でも検討した商品の履歴まで把握して

図表５．15

GE のビジネスモデル

いる。それらのデータ量は、ヘビーユー
ザーにとって本人以上に本人のことを
知り尽くしているかもしれないレベル
である。つまり、現状では日本と欧米の
データ量の差は歴然である。
また、ゼネラルエレクトリック（以
下、GE）は、センサーを組込んだジェ
ットエンジンを顧客に販売し、センサ
ーから得た情報を基に、異常の検知、

資料：GE

ホームページ

故障の予測などの付加価値を付けたサ
ービスを展開しているが（図表５．15）、将来的にこれらのデータから簡単に異
常を検知するソフトウェアの開発会社、つまり、データに付加価値を高めるこ
とができる者が、新しいルールの勝者となる。
こうしてみると、おぼろげながら日本の活路が見えてくる。アメリカが構築
したインターネットに便乗する限り主導権を 握ることは難しいといえる。ただ
し、モノ造りにひきこもるのも方向違いであり、インターネットに対応または
補完するネットワークが期待される。
（ｂ）センサーネット構想とは
以上のような状況において、国内のセンサーから取得できるデータを同じ規
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格で同一のサーバに保管するセンサーネットプラットフォーム、つまり「デー
タバンク」というビッグデータを形成し、そこからユーザがデータを取得する
ことができれば、日本にとっての大きな強みになる（図表５．16）。
図表５．16

データバンク形成のイメージ

資料：日本政策投資銀行関西支店「「センサ×ビッグデータ」ビジネスの可能性」（2014）

このセンサーネットは、データの加工による付加価値を極大化させる場であ
り、センサーデバイスの価値をデータの価値と同期化させる場でもある。さら
に、データの使用者が個人のクリエイティビティーを発揮し、新たなサービス・
製品等を創出する場でもある。
また、場合によっては部品事業で儲からないセンサーメーカーが自らセンサ
ーを設置し、加工まで手掛ければ、データを活用する新たなビジネスも可能と
なる。
図表５．17

データバンク形成のイメージ

インターネット

センサーネット

●オープン
不特定多数に無制限解放

●クローズ
特定の個人／団体に有償アクセ
スを許可

●信頼性が低い
不 正 確な 情 報 、 虚 偽 情報 な ど
の排除が困難

●信頼性が高い
一 定 の品 質 の 高 さ を 保て な い
参加者を排除可能

●無政府的
最 低 限の ル ー ル だ け が固 定 さ
れ、あとは自由放任

●集権的
管 理 主体 が 決 ま っ て いて 、 参
加者に対する権限を持つ

●寄与度が低い
ど の プレ イ ヤ ー も 情 報を 独 占
できない

●寄与度が高い
用 途 別に 、 主 力 セ ン サー 設 置
者の顔が見える

資料：三品和広（2016）「モノ造りでもインターネットでも勝てない日本が、再び世界を驚かせる
方法―センサーネット構想」、東洋経済新報社
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さらに、そこではインターネットの欠陥である、プロトコールにより組織・
個人が特定できることから生じるプライバシー問題を回避するため、組織・個
人を識別しないプロトコールを構築し、ビッグデータの生成・流通を担うこと
となる（図表５．17）
このようにプライバシーから切り離されたセンサーネットはインテリジェン
ト・ソサエティの立役者になる可能性を秘めており、個人と関連づけることな
く、「無駄をなくす」という方向に役立てることができる。これからのブルーオ
ーシャンは公共空間となるかもしれない。
（ｃ）センサーネット構想の課題と方向性
センサーネットを形成する上での最大の問題は、情報が各企業を跨ぐ必要が
あるということである。つまりデータをオープンにしたくない企業同士の壁を
越え、公共財として確立するプロセスが必要になる。データの管理元が分散さ
れれば、その分データの付加価値が著しく低減してしまう。また、単体事業で
は先の見通しがつきづらいセンサーをネットワーク化するには、データセンタ
ー等も含め莫大な資金も必要になる。
ただし、そのコンセンサス形成に当たっては、各企業が覇権を狙い競合して
いる欧米と比べ、日本企業は共同体意識が強く、経済団体、協議会等、企業同
士が一丸となる文化がある。さらに、センサーで取得できる情報は無形財であ
るため、多種多様な個人・企業がいくらでも利用でき、豊富なデータが提供さ
れることが分かれば、我こそはと思う人たちが目先のコストを乗り越え工夫の
限りを尽くし、これまで単なる夢と考えていたサービスを実現しようとする。
このような好循環が働き、公共財としてのセンサーネット構想が進展すれば、
日本が世界で最初にデータバンクを形成することも可能となる。
ｃ．地域におけるセンサー（ネット）利活用の展開
（ａ）地域におけるセンサー利活用の有望分野
センサーネットは農業・漁業、更には国土管理などの社会的課題への解決に
寄与すると考える。農業・漁業では、これまで暗黙知や勘によって優劣が決め
られていた特産品の特徴が、周辺の環境データや固有の数値などから他の商品
と比較され、裏づけを持った価値となる。中国地域でも、瀬戸内海の海中に多
くのセンサーを設置することによる見える化や、柑橘系果物の栽培にセンサ ー
データを用いる農業のサイエンス化など多くのアイデアが出てくるのではない
かと思う。
このように、地域資源・地域の特徴を活かしたセンサーネットが構築されれ
ば地域の強みともなる得る。
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（ｂ）地域センサーメーカーの戦略
既に述べたように、価値はセンサーデバイスではなく情報にある。よって、
新たなデータが取得できるセンサーなどを除き、センサーデバイス自体の技術
進歩はさほど重要視していない。極端に言えば、長期的にはデバイス製造は技
術的にキャッチアップしようとしている中国や東南アジアに任せてよい分野と
も言える。
企業は、センサーによる戦略を「モノ」を売るビジネスではなく、「データ」
を売るビジネスにシフトすべきである。センサーは自ら設置し、そこから得ら
れた「データ」から顧客に対する付加価値を見出すことができればよい。
ただし、前項の地域資源を活かしたセンサーネットを成功させるためには、
地域の実情に則したセンサーの開発が必要となってくる。地域のセンサーメー
カーがそのようなセンサーを開発することにより、センサーネットの質的向上
につながるとともに、センサーメーカー自体の強みともなる。つまり、センサ
ーがデータバンクの価値を高めるとともに、センサーネットがセンサーの価値
を高めることになる。
（ｃ）求められる人材
センサーネットの構築にあたっては企業・組織の壁を越えリーダーシップを
発揮する人材が求められる。
センサー利用側人材のスキルアップも必要である。データを組合せ、相関を
とるデータサイエンティストの育成が重要になる。そのような人材には、情報
リテラシー以上にクリエイティビティー、リーダーシップが期待される。

＜本ヒアリングのポイント＞
・今後、デジタルデータを集めたビッグデータが競争の源泉に。そのボトルネ
ックは「センサー」であるが、同時にビジネスチャンスでもある
・価値はセンサーデバイスではなく、センサーから得られるデータに存在。現
状の日本と欧米のデータ量の差は歴然である
・センサーネットはデータの価値を極大化する場であり、デバイスの価値とデ
ータの価値を同期化する場。さらに新たなビジネスを創出する場でもある
・地域版「センサーネット」が構築され、地域のデバイスメーカーが参画すれ
ば地域の強みとなる
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５．２．５．兵庫県立大学 大学院工学研究科 教授 前中 一介
訪 問 日

2017（平成 29）年 10 月３日（火）

訪 問 先

兵庫県姫路市書写 2167

ａ．研究・取組内容
（ａ）経歴
豊橋技術科学大学の学生時代は情報工学を専攻していたが、修士課程修了後、磁気
センサの多次元化、インテリジェント化（＝センサデバイスの中に信号処理回路を組
込み、高機能化する。例えば 3 次元センサの出力を演算し、無指向性センサとするな
ど）に取組んだ。現在では当たり前の“多次元・多軸化”であるが、当時では目新し
い研究であった。
さらに、母校の神戸市立工業高等専門学校のクリーンルームの立上げ等に尽力の後、
1993（平成５）年に兵庫県立大学（当時 姫路工業大学）に異動し、未だ珍しかった
シリコン加工によるジャイロ（角速度）センサの開発、さらに加速度センサ、ジャイ
ロセンサの安定度等の性能指数の向上に取組んだ。
（ｂ）前中センシング融合プロジェクト（生体センシング）
2007（平成 19）～2011（平成 23）年の５年間は「前中センシング融合プロジェク
ト」の研究統括を務めた。JST（科学技術振興機構）による計 12 億円に及ぶ一大プロ
ジェクトであった。
具体的なプロジェクト内容と

図表５．18

前中センシング融合プロジェクト

しては、個人の体調（心拍、心
電・筋電、体表温度、血中酸素
飽和度センサ等）とその活動状
況（３軸加速度センサ）や周辺
環境の状態（温度、気圧、湿度
センサ等）を計測する複数のセ
ンサを集積化（＝コンボセンサ）
するとともに小型発電機、無線
通信素子を統合化し、人と安全
と健康を支援するシステムの構
築を目指したものであった。

資料：科学技術振興機構ホームページ
http://www.jst.go.jp/erato/maenaka/

“デバイス”
、
“回路”
、
“マイクロパワー”
、
“ソフトウェア”の分野を「融合」させ、
小型、低消費電力かつ（将来的には使捨てを可能とする）低価格な“ウェアラブル健
康管理システム”としての「絆創膏型システム」の開発を行った。現在、盛んに行わ
れている生体センシングの先駆け的なプロジェクトである（図表５．18）
。
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人間は高級な“オートマトン21”であり、多くのセンシング要素を一元処理するも
のとして捉えることができるが、本プロジェクトは環境等情報に生体情報を絡めるこ
とにより健康のメカニズムを明らかにしていく意図の下、その第一歩としてハードウ
ェア作製を行った。
その結果、複数分野の融合等も含めハードウェア面では技術的に一定の成果は収め
たものの、時期的にリーマンショック前後であり、企業側の動きが鈍く、直接的に事
業化に至っていないのは残念な点である。
また、プロジェクト終了後等の社会的な流れも含めれば、現在は、（ハードウェア
作製というよりも）実証試験等により収集したデータに関して人工知能等を活用し解
析していくステージにあるともいえる。
（ｃ）MEMS デバイス開発支援センター
前中センシング融合プロジェクトに

図表５．19 シリコンに刻み込んだ
兵庫県立大学学章と毛髪

おいて使用した装置をもとに「MEMS デ
バイス開発支援センター」を開設し（図
表５．19）
、センター長として企業のセ
ンサ開発等の支援も行っている。装置、
ノウハウ等の面から企業にとって「MEMS
技術は敷居が高い」とされてきたが、フ
ァンドリーへの委託前の開発品、評価サ
ンプルの試作等での活用により、企業側
の敷居が下がればと考えている。

資料：兵庫県立大学ホームページ
（http://www.eng.u-hyogo.ac.jp/center/MEMS/）

ただし、すべての非 MEMS デバイスを MEMS 化する必要はなく、
“小型化”、“低消費
電力化”
、
“量産・低価格化”等のための標準工程の一つとして考えれば十分である。
一方で、その可否を判断できる人材が企業、特に中小企業の側にいないのは課題とい
える。
ｂ．センサの動向について
（ａ）日本企業の弱み
ア．B to C 分野対応
MEMS は集積回路（IC）から派生した技術であり、かつては日本とドイツが強い分野
とされてきたが、現時点では日本は欧米勢に苦戦をしている。MEMS は IC 同様、製造装
置も高価であり、バブル期前後では企業にゆとりがありよかったが、主力のメモリー
事業が悪化するとともに MEMS に注力できなくなった経緯がある。近年では日本のセン
サメーカによる欧米企業の買収の動きもあるが、多くの企業で一度手放した分野でも
21

コンピュータなどの計算機構を数学的に表すモデルの総称で、情報を入出力する入出力装置、入力情報
と現在の情報から次の状態を制御する状態制御装置で構成される
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あり IoT 時代を迎え厳しい状況ともいえる。
また、日本のセンサメーカは B to B 分野で川下メーカの要求仕様に対し忠実にセ
ンサを作ることには長けているが、これからの IoT 時代における拡大市場は B to C
分野であり、当該市場ニーズに応じたセンサを大量にデリバリーすることが生き残り
の鍵となる。
例えば、ST マイクロエレクトロニクス社（スイス）は安価な開発・評価キットを
提供し、試作品の利用を促すことにより、量産時における同社センサを採用へつなげ
るという戦略をとっている。同様に、例えば商用の電子回路設計ソフト“SPICE ”は
本来高価なものであるが、リニアテクノロジー社（米）やテキサス・インスツルメン
ツ社（米）などはユーザに対し無料で提供し、両社の IC 製品が直ちにシミュレーシ
ョンできるライブラリーを設けることにより、製品での利用へとつなげている。この
ように欧米各社は B to C 分野における開発者の潤沢ではない予算状況に応じた対応
を行っている一方で、日本メーカは B to B スタイルを踏襲したままである。
さらに、サイプレス・セミコンダクター社（米）
、ST マイクロエレクトロニクス社
（スイス）等の欧米メーカでは利用者のコミュニティのサイトがあり、利用者の相互
扶助により膨大なデータベースが構築されているが、日本メーカにはそのようなオー
プンな仕組み作りができていない。対照的に、日本では新しいモジュールができ、利
用しようとするとメーカから“NDA（秘密保持契約）”の締結を求められる。
イ．完璧主義
日本企業は信頼度の高い製品を製造・供給してきたが、欧米企業は、完璧な製品で
なくてもスピーディに市場に供給する。極端な例ではあるが、同じ 1,000 個出荷する
にしても、100％の良品を 1,000 個製造するのと、歩留り 80％で 1,300 個製造するの
では“価格”
、
“スピード”とも大きく異なってくる。日本企業は、前者のように、歩
留り 100％になるまで、市場に供給しないため、新たな市場に対応できずに遅れをと
る。リコールのリスクは理解できるが、実際にはリコールを恐れない国・企業も多く
あり、このことも半導体が負けてしまった要因の一つである。
“高い信頼性”
、
“その信頼を裏切らない”という日本における従来思考は核として
置いておくべきであるが、それから外れたコンシューマーに対しては、
“素早く”、
“ダ
イレクト”
、
“オープン”にアクセスするという考えも併用すべきである。
（ｂ）MEMS 化進展の動向
物理センサの大きな流れとしては“高性能化”、
“低価格化”
、
“小型化”、加えて“コ
ンボ化”およびその際の“モノリシック化”（センサ、回路の集積化）である。MEMS
も IC に 15 年遅れて“ムーアの法則22”に乗っており、このトレンドは当面続くと考
える。
22

集積回路の演算や集積度は 1.5 年で２倍になるという法則
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（ｃ）有望分野と今後センサに求められる機能
ア．100 年センサ
遠く無い将来にセンサを“体内”に埋込むことが一般的になると考えており、その
際に生体エネルギーの発電への利用や生体から信号を外に出す場合、どのような媒
体・周波数域を使うかといった研究の進展が期待される。また、インフラ管理も有望
分野である。現在、インフラの老朽化の状況はほぼ可視化できていないが、例えば、
コンクリートの中にセンサを多数埋込み、ネットワークで繋ぎ、老朽化箇所をモニタ
リングすることが有効である。
今後のセンサの方向性として低価格化 ＝「100 円センサ」という流れがあるが、
一方、人体、インフラに埋込むための耐久性 ＝「100 年センサ（前中教授考案）
」と
いう流れもでてくるのではないかと思っている。
イ．アクチュエータの付加
人の体がセンサの役割を果たす場合は、必ずアクチュエータが付加されている。例
えば、目（＝センサ）には瞼（＝アクチュエータ）、耳には耳たぶ、舌には唇・歯さ
らに首もアクチュエータと言える。こういったものが高級システムと言える。現在の
IoT では“センサ”
、
“プロセッサ”
、
“無線”
、
“電源”で構成されているが、今後はさら
にアクチュエータが付加されると考える。特に「100 年センサ」となるとセンサ自体を
構成したり、汚れを落としたり、蓋をしたりするアクチュエーション機能も重要とな
ってくる。
ｃ．地域におけるセンサ利活用の展開
（ａ）推進体制
生体センシングのためのウェアラブルデバイスを積極的に活用してもらうために
は、社会的な“仕掛け（制度）”が求められる。例えば、ドライバーが活用した場合
は保険料や税金が軽減されるなどである。そのための特区活用や実証実験の実施も有
効である。
生体センシングに関しては技術的なものはある程度イメージできる状況になって
いるので、今後は利活用に向けての制度設計が重要になってくると思われる。
（ｂ）地域センサ関連企業への支援
MEMS 技術について講習会等の啓蒙を行いながら、企業の“敷居を下げていく”こ
とは重要である。実際装置を扱ってみると、企業側のスタンスはかなり変わってくる。
MEMS 施設の近隣では MEMS 技術に触れる機会があったかもしれないが、それ以外の地
域、特に関西より西のエリアはあまり機会に恵まれてこなかったのではないかと思う。
関西、中四国エリアで“ものづくり”という観点から連携の余地があると考える。
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（ｃ）地域センサ関連企業の戦略
MEMS は大量・低価格生産が王道ではあるが、必ずしもそればかりではない。数量
的には少ないものの医療用、宇宙・航空機関連等の分野では特殊品を高値で生産する
というニーズもみられる。地域においてアプリケーション企業のニーズを吸上げる体
制を構築し、早期に対応することが期待される。
（ｄ）求められる人材、人材育成の方法
地域のリーダーとなる人材には広範な領域に及ぶ IoT を俯瞰的に眺めることので
きる人材が求められる。例えば、“センサデバイス”と“回路”の関係ではセンサの
出力を大きくするのか、回路で大きくするのかせめぎあいになる。
“システム”と“電
源”の関係も同様である。アプリケーションに応じ全体を俯瞰し、最適化できる能力
が必要である。前中センシング融合プロジェクトはそういった人材育成を担うプロジ
ェクトでもあった。
＜本ヒアリングのポイント＞
・前中センシング融合プロジェクトの研究統括として、“デバイス”、“回路”、“マイ
クロパワー”、“ソフトウェア”の分野を「融合」し、「絆創膏型システム」の開発
を行う。生体センシングにおける先駆的な役割を果たす
・日本企業の弱みは“B to C 分野対応”と“完璧主義”。コンシューマーに対しては、
“素早く”
、
“ダイレクト”
、
“オープン”にアクセスするという考えも併用すべき
・今後の有望分野は体内埋込型センサおよびインフラ管理向けセンサ。耐久性（「100
年センサ」
）が重要な要素となってくる
・講習会等の啓蒙を行いながら、企業の“敷居を下げていく”ことは重要。MEMS 装置
を有する機関を中心に関西、中四国エリアでの連携については検討の価値あり
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５．２．６．産業技術総合研究所 製造技術研究部門
トリリオンセンサ研究グループ グループ長 寺崎 正
訪 問 日
訪 問 先

2017（平成 29）年 9 月 4 日（月）
佐賀県鳥栖市宿町 807-1
（産業技術総合研究所 九州センター）

ａ．組織概要
産業技術総合研究所 九州センターは高温材料等の材料研究を中心に行い、特に「窒
化アルミ(AlN)の薄膜化」
、
「応力発光」の優れた材料技術を有してきた。さらに、2003
（平成 15）年頃から各地域センターに特色を持たせる一環として、従来の材料研究
に加えセンシング等にも注力することとなった。
加えて、2014（平成 26）年のトリリオンセンササミット（Tsesnor Summit）の日
本での開催（２回）による機運の高まりや、TSensors Summit の「学」側の中心人物
である UC San Diego の Albert.P.Pisano 氏の下で寺崎グループ長が研究開発に取組
んだこともあり、2015（平成 27）年には「トリリオンセンサ研究グループ」が設置
された。
ｂ．トリリオンセンサの動向

図表５．20 年間に使用するセンサ数の推移予測

（ａ）世界の動向
ア．ビジネスチャンスの到来
トリリオンセンサの取組みとは、非
連続的で膨大（１兆個）な量のセンサ
を駆使し、食糧、エネルギー、環境分
野等における無意識な損失の無い「潤
沢な社会（Abundance）
」への挑戦であ
る。現在の 100 倍以上のセンサを使用
するが（図表５．20）、99％が新規ビ
ジネスチャンスであり、2018（平成
30）年までに世界でセンサシステム
700 億円、サービス事業 2,900 億円の

出典： TSensors Roadmap

市場、5,500 万件の雇用が創出されると見込まれている。
ただし、企業によりトリリオンセンサ像は異なり、例えば、通信機器メーカはクラ
ウドにデータを上げることを想定しているが、エッジ側での処理が現実的とする企業
も少なくない。
イ．トリリオンセンササミット
TSensors Summit は 2013 （ 平 成 25 ） 年 に Intel の 前 身 で あ る Fairchild
Semiconductor の Januz Bryzek が提唱し、当初は「体内飲み込みセンサ」のように
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面白いセンサなら何でもという雰囲気であったが、2014（平成 26）年頃から「MEMS」
、
「印刷」センサ等の膨大な量のセンサの利活用が想定されるようになった。
さらに、2016（平成 28）年からは MEMS & Sensors Executive Congress の一つの
ディビジョンとなり様々なアプリケーションとの連携が図られている。
（ｂ）トリリオンセンサの切り口・見方
トリリオンセンサの切り口としては『「価値の分布」を診る』ことにある。センシ
ングとは「目をつける」ということでもあるが、従来のセンシングが「重要な部分（す
でに既知の価値）を測る」のに対し、トリリオンセンサでは「何がどれ程重要か（価
値の分布、目の付け所）も測る」ことが特徴といえる。
また、トリリオンセンサの用法を大別すると iPhone、自動走行車、ロボットにみ
られるような反射的な「①自動制御」が現在優勢であるが、今後は価値の分布、優先
順位、無意識の活用に関わる「②情勢分析」の比率が高まってくるものと考えられる。
（ｃ）日本企業・研究機関の強み・弱み
ア．弱み
（ア）投資マインド・エコシステム
米国では「MEMS（特に過酷環境対応の MEMS）
」の大家である Albert.P.Pisano が今
後のトリリオンセンサ時代を見越し、中心的な要素技術として「印刷」技術の研究開
発に取組むなど、「学」が技術的なリードを行いつつ、それに対し企業が積極的に投
資を行うなどの企業家精神の発露、全体的な機運の盛り上げがみられる。
一方、日本ではトリリオンセンサへの対応は企業任せの印象を受ける。デバイス開
発は進展しているものの、デバイス価格の低下、情報への価値のシフトの中、デバイ
スメーカに利益が循環するエコシステムの構築がなされていないのが問題といえる。
（イ）バリューチェイン
センサではないが、CFRP23は日本が世界に先んじてできた技術であるが、自動車材
料としては 2013（平成 25）年に接着技術を実用化した BMW（独）に先を越された。
日本は材料における各基礎技術は優れており、人・物・金の多くの資源を投入してき
た。その一方で、加工していくエンジニアリングサイドのバリューチェイン（「材料」
→「設計」→「製造」→「表面」→「接着」→「修理」→「製品」→「再利用」）が
弱く、フラウンホーファー研究機構（独）の下、技術を終結させたドイツに先を越さ
れた結果となっている。
トリリオンセンサにおいても基本的には同様であり、「デバイス・装置」、「ネット
ワーク」
、
「クラウド」の各階層技術開発のみならずバリューチェイン（橋渡し）の考
慮が求められることとなる。

23

Carbon Fiber Reinforced Plastic
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（ウ）標準化
日本の研究開発はボトムアップが主流であり、各企業・研究機関で自社内のプラッ
トフォームを設け効率的な研究開発を行っているが、横展開は図られていない。当初
から標準化を見据えた研究開発が求められる。
一方、米国では GE 社は、インダストリアル・インターネット向けプラットフォー
ム「Predix」をキラーアプリケーションとして、強烈に横展開を図っている。
イ．強み
日本の強みは、誰も採れないデータを採れるセンサを開発できる技術を有している
点である。トリリオンセンサグループで取組んでいる「応力発光」もその一つである
（後述）
。また、
「画像計測」も強みの一つであり、価値分布を面的に可視化するトリ
リオンセンサ時代に適した技術ともいえる。例えば、植物の種の一つ一つにセンサを
つけるのと比較すると、「画像計測」により面的に発芽の状況を把握する方が効率的
である。
価値分布を探索的に把握する場合は情報量の多いセンサが強みとなる。分かり易く
価値分布を可視化し、納得いく価値判断、行動へと繋げていくことがトリリオンセン
サ時代の重要なサイクルとなってくる。
（ｄ）センサに求められる機能・課題
ア．デバイス
TSensors Summit で策定された Roadmap においては「MEMS」、
「画像計測」、「印刷」
が主要技術とされているが（図表５．21）
、この中では「印刷」技術が安価、大面積
図表５．21

期待されるセンサ技術と活用先

資料： TSensors Roadmap（産業技術総合研究所 寺崎グループ長
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への観点から、今後のトリリオンセンサの中心的な要素技術との認識となっている。
また、TSensors Summit においても年を追うごとに、温度、歪みなどの技術的に成
熟した「MEMS 物理センサ」から「化学センサ」や「給電（環境発電）」
、
「生体センサ」
へと興味も移りつつある。また、
「ハイブリッド化」、
「センサ・給電・通信の一体化」、
「低環境負荷（生分解、生体適合）
」もトレンドとなっている。
低価格化については衣類・靴、歯ブラシ、ペット等を対象とし、現行価格の 1/10
オーダーなら「MEMS」の技術革新により対応可能であるが、一つずつの種・生育の管
理等を対象とした 1/1000 オーダーとなると「印刷」技術による対応となる。この
1/1000 でのコスト低減に関しては日本企業の対応は消極的と言わざるをえない。
イ．データ利活用
センサによる可視化から行動へと移行するには距離があるが、情報を相関して意味
を持たせることが重要である。例えば人の感覚と相関させ、間接モニタリングを可能
にすること、また、そうした中で「Useful One Data」を抽出することが大切である。
さらに、センサにより様々な情報を集め、AI を利用し、最適解を出す場合でも、
その前提となる「どのような世界に行き着きたいのか」、
「何を優先すべきか」につい
ては人間の意思によることを肝に銘じるべきである。
ｃ．産業技術総合研究所とトリリオンセンサ
トリリオンセンサ時代に向けて産業技術総合研究所では「MEMS」、
「NMEMS」
、
「印刷」、
「画像計測」とハード面においては十分対応できる技術を有している。さらに、今後、
お台場に建設中の“つながる工場テストベット”にて、AI を活用した製品・サービ
ス開発の産学官連携拠点を設けるなど、実証フィールドでの展開も見据えている。
また、九州センターでは「MEMS」の多品種・少量センサに対応したミニマルファブ
や AIN 系の先端センサ材料の研究開発も行われている。
ｄ．トリリオンセンサ研究グループの研究内容
トリリオンセンサ研究グループでは、製造現場に潜む価値・「見えないものの可視
化」を合言葉に３つの“見えない”ものに対する可視化を行っている（図表５．22）
。
１つめは、業界が「①本当に見えない」と諦めていた半導体ウェハの「潜傷24」や
自動車の「静電気」の可視化である。
２つめは「②見えている筈」である「力学」の可視化である。力学的な刺激により
発光する独自のセンサを使用し、橋梁・道路・建物等のインフラにおける応力分布・

24

超精密研磨において原理的に発生する表面から潜った微小クラック。方面観察では見えず、光散乱など
の従来検査法でも潜傷とゴミ・パーティクル・配線など散乱体との区分が難しく、選択的潜傷検出は困
難とされてきた
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破壊の予兆を直接可視化できる。
３つめは「③暗黙知」である。現場では知られているが、体系化されていないため
対策・判断に生かされていない知識である。具体的には「めっきプロセス」等におけ
る暗黙知の可視化の取組みを実施した。
図表５．22

「見えないものの可視化」

資料：産業技術総合研究所 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門 ホームページ
https://unit.aist.go.jp/am-ri/ja/teams/tsens/tsens.html

現場での対応を踏まえると、中小企業にはこのような「暗黙知」の可視化＝“勘”
のデジタル化により生産性の向上する余地は大きいと考えられる。また、今後、この
ような中小企業を IoT に結びつけることによりスマート製造業の構築も可能となっ
てくる。
ｅ．地域におけるセンサ利活用の展開
（ａ）地域におけるトリリオンセンサへの期待
TSensors Roadmap では「健康」、「ロボットとの共生」、「環境」、「食糧」、「エネル
ギー」を有望なアプリケーションとしているが（図表５．24）、これは 2014（平成 26）
年に策定された「九州・沖縄地方成長産業戦略〜九州・沖縄 Earth 戦略〜」での戦
略分野（
「クリーン」、「医療・ヘルスケア・コスメ」、「農林水産業・食品」、「観光」）
と多くラップしている。九州地域には多くのデバイスメーカ、大学・研究機関も集積
しており、トリリオンセンサの集積地として期待される。
（ｂ）人材育成・求められる人材像
人材に関しては、前述のようなバリューチェイン構築に向けたエンジニアリングサ
イドの人材やセンサデータの情報相関を行いながらモデリングを行う人材の育成等
が求められる。特に海外では専門知識を有する人材のサポートを受けながら、モデリ
ング人材が全体像を把握しながらプロジェクトリーダーとなり、研究開発を推進する
ようなケースも少なくない。
また、センサデータを AI 処理するにあたって生データから AI 処理が可能なフォー
マットへデータ加工する人材も過渡期的には求められている模様である。
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＜本ヒアリングのポイント＞
・TSensors Summit の日本での開催による機運の高まり等を受け、2015（平成 27）年
にトリリオンセンサ研究グループを設置。製造現場に潜む価値・「見えないものの
可視化」に取組む
・トリリオンセンサの切口は「価値の分布」を診ること。
『「価値」分布の可視化』→
『「価値」判断』→『行動』のサイクルの中で、無意識な損失の無い「潤沢な社会」
の実現を目指す
・日本の弱みは企業の投資マインド、エコシステム、バリューチェインの構築、標準
化への取組み。強みは誰も採れないデータを採れるセンサを開発できる技術、画像
計測技術など
・九州地域には多くのデバイスメーカ、大学・研究機関、有望アプリケーションが立
地しており、トリリオンセンサの集積地として期待
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５．２．７．一般財団法人 マイクロマシンセンター
訪 問 日
訪 問 先

対 応 者

2017（平成 29）年８月 30 日（水）
東京都千代田区神田佐久間河岸 67
（一般財団法人 マイクロマシンセンター）
副理事長 青柳 桂一
専務理事 MEMS 協議会事務局長 長谷川 英一
事務局長（併）総務部長 青木 静夫
産業交流部長、技術開発推進室担当部長、主幹研究員
（技術研究組合 NMEMS 技術研究機構）
技術開発推進室 室長 武田 宗久

今本

浩史

ａ．センターの概要
（ａ）設立経緯
（一財）マイクロマシンセンターは 1992（平成４）年１月、通商産業省のプロジ
ェクトである「マイクロマシン技術研究開発プロジェクト」の推進母体として発足
し、現在 賛助会員 35 機関、MEMS 協議会メンバー 177 機関に及んでいる。
（ｂ）活動の歩み
活動の歩みとしては（図表５．23）
、スタートとして MEMS 基礎技術の開発のため
上述の「マイクロマシン技術研究開発プロジェクト〔1991（平成３）-2000（平成 12）
年〕」に取組み、2000 年頃からは MEMS 製造基盤技術の開発として「MEMS プロジェク
ト〔2003（平成 15）-2005（平成 17）年〕」
、「BEANS プロジェクト（異分野融合型次
世代デバイス製造技術）
〔2008（平成 20）-2012（平成 24）年）」等を経て、2010 年
代に入ると MEMS デバイスだけではなくスマートセンシングネットワーク(SSN)/IoT
図表５．23

（一財）マイクロマシンセンターの歩み

資料：（一財）マイクロマシンセンター

ホームページ
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基盤技術開発、環境エネルギー開発等がテーマとなり、
「グリーンセンサ・ネットワ
ークシステム技術開発プロジェクト〔2011（平成 23）-2014（平成 26）年〕」、
「道路
インフラモニタリングシステム（RIMS）研究開発〔2014（平成 26）-2018（平成 30）
年〕等に取組んできた。最新のテーマとしては産業・工場用をターゲットとして「学
習型スマートセンシングシステムの研究開発〔2016（平成 28）-2021（平成 33）年〕
」
を行っている。
ｂ．MEMS について
（ａ）MEMS とは
MEMS とは電気（電子）と機械を組合せたものであり、センサ＆アクチュエータと
して、現在では（人間の）五感＋αの役割の働きを果たしている。例えば、視覚と
しては CMOS イメージセンサ、触覚としては３軸 MEMS 触覚センサ、その他にも原子
時計など様々な製品群が実用化されている。
用途としては、自動車分野、スマートフォン・タブレット等の情報通信分野だけ
ではなく、近年では社会インフラモニタリング、省エネルギー、健康モニタリング
等でも利用されている。
具体的には自動車分野ではエアバッグの衝撃感知には加速度センサ、タイヤ空気
圧監視には圧力センサ、車内環境の制御には温度・湿度センサが使われている。
スマートフォンではモーションセンサ（位置検出）として加速度、ジャイロ、電
子コンパスを合せて９軸、さらに高さ方向の高度を見る圧力センサを加えた 10 軸セ
ンサが使用されている。その他にも、光学部品としてプロジェクタ、環境センサと
して温度・湿度センサ、高周波回路部品としては BAW25フィルタ、スイッチ、キャパ
シタなどが MEMS 化されている。
（ｂ）市場動向
MEMS 製造メーカの世界ランキング（Yole 社）としては、最も売上が大きいのは
Bosch（独）であり、自動車分野から民生品への展開を図っている。２番手は Broadcom
（米）であり、携帯電話用の BAW フィルタで急成長している。次いでプロジェクタ
関連の市場をおさえている Texas Instruments（米）、さらに、ST Microelectronics
（スイス）などがあげられる。中国系の Goretek も急成長している。
日本勢では、１番手は自動車関連のデンソー、次いで米国のファブレスメーカ
Invensense を昨年買収した TDK、次いで Panasonic、Canon、フィンランドの VTI を
買収した村田製作所などがあげられる。
今後の MEMS/センサ市場予測としては「MEMS＋センサ」計では 2016（平成 28）～
2021（平成 33）年までの伸びは年率 12％、MEMS のみでは年率 14%の成長を見込んで

25

Bulk Acoustic Wave
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いる（図表５．24）。
非 MEMS から新規 MEMS へ置き換わって急成長が期待されるのは、エナジーハーベ
スタガス／パーティクルセンサ、マイクロスピーカ、オートフォーカスなどである。
図表５．24

MEMS/センサ市場予測

資料：Yole Développement

（ｃ）主な質疑応答
Ｑ：日本の MEMS メーカの国際競争力はどうか。
Ａ：MEMS 市場では約 20％程度。CMOS イメージセンサ等を足すと比率が上がってくる。
今後は海外企業の買収、技術力向上により、MEMS 市場でのシェアも高まってくる
と考えている。
Ａ：日本は大学等の技術力は高いものの、事業化については米国企業のファブレスの
活用や欧州における IMEC26等にみられる研究体制に強みがあると思われる。
ｃ．道路インフラモニタリングシステム研究開発
（ａ）プロジェクト概要
社会インフラの中で陸上貨物輸送量の９割以上を占めるのが道路インフラである
が、その中でも、維持管理体制の状況を踏まえ、先ずは高速道路を対象（将来的には
一般道へも展開）とした道路インフラモニタリングシステム（RIMS27）の開発を実施
している。
本プロジェクトは全体５年計画であり、今年、４年目に突入している。前半３年で
センサシステム、共通プラットフォームが完成し、後半の２年で実際の高速道路で実
証するというスケジュールとなっている。プロジェクトには主要高速道路会社が参加
しており、ニーズに沿った PDCA サイクルを回し、効率的な開発を行っている。
26
27

Interuniversity Microelectronics Centre：ベルギー
Road Infrastructure Monitoring System
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なお、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）からの受託にあたり技術研究
組合 NMEMS 技術研究機構を組織し、現在、17 機関参加の産学連携のプロジェクトと
なっている。
研究開発の狙いとしては、24 時間モニタリングにより現状の保守・点検作業を補
完し、将来は目視点検（現状は５年に１度）の不要化を目指すといった、トータルで
の道路インフラの一元管理を図るものである。
（ｂ）開発体制
「橋梁」
、
「道路付帯物」
、
「法面」を対象に、環境エネルギーで稼働する小型、安価、
高性能、高耐久性の無線センサ端末を新たに開発するとともに、これらのシステムを
統合し、道路インフラの状態をリアルタイムに、一元的に維持・管理できるシステム
の開発を目指している。
ネットワーク技術、パッケージング技術に関しては共通化を図り、効率化を行うと
ともに、将来的には統合システムとして海外展開も視野に入れている。
さらに、センサを多く使うため同期が重要となってくるが、現在十分なシステムが
ないため、将来技術としてセンサ端末同期用原子時計の基盤技術の開発も目指してい
る（図表５．25）
。
図表５．25

RIMS の体制・役割分担

資料：技術研究組合 NMEMS 技術研究機構

説明資料

（ｃ）個別研究開発内容
ア．センサ端末及びモニタリングシステムの研究開発
「橋梁」に関しては、超広帯域（数 Hz～１MHz）の SA28振動センサを開発し、主と
してコンクリート橋の内部の亀裂の発生位置、伸展を計測している。特徴としては従
28

Super Acoustic

- 148 -

他地域事例調査：⑦マイクロマシンセンター

来のカンチレバーの上部に液体を封止し、すべての振動について液体を介してカンチ
レバーに到達できるようにしている。分析結果から、外観上では判別できない内部ひ
び割れを特定することが可能であることを確認している。
また、歪みに関しては、主として鋼橋のクラックの伸展度を２次元の視覚的に見ら
れるようなアレイ状のフレキシブルなセンサ（薄膜 PZT/Si、印刷グラファイト歪セ
ンサ）を開発している。このセンサは屋外で使えるよう、紫外線、水蒸気カットの保
護層を設け、耐久性を持たせている。
「付帯物（道路表示板、照明柱）」に関しては加速度（動的変動）と傾斜（静的変
動）を合せてモニタリングするシステムを開発している。
「法面」に関しては悪天候下でも計測できるよう電波を使った変位センサを開発し
ている。法面上に多くのセンサを配置し、そこから出てくる電波を受け、位相差から
距離差を求め変位を検出することとしている。
イ．センサシステム共通基盤技術の研究開発
ネットワークに関しては、「歪み」、「加速度」、「変位」等の種類の異なるセンサを
統一的に扱えるシステムを開発し、管理センターにてトータルに劣化状態を判定する
ことが可能である。
デバイスのパッケージに関しては無線アンテナ、自立電源、処理回路を全て１つの
セラミックパッケージに封止し、耐久性を持たせている。また、太陽電池が入ってい
るため上の部分は透光性のあるセラミックを使用している。
ウ．実証・評価研究共通 PF
以上のように４つのセンサシステム（「橋梁」、
「道路付帯物」、
「法面」）を共通基盤
技術として「自立電源」
、高耐久性を持たせる「セラミックパッケージ」
、さらに、共
通の「ネットワークプラットフォーム」を介して統合的な道路インフラシステムの構
築を図っている。
（ｄ）主な質疑応答
Ｑ：現実的には危険箇所は改修工事を行い、それ以外の箇所をコストをかけセンサで
モニタリングをするということになりづらいが、そのあたりをどう考えるか？
Ａ：コストに関しては多く設置できれば低下が可能であり、最終的には現在の 1/10
程度としたいと考えている。とはいえセンサだけでのコスト回収は困難であるた
め、劣化診断等も含めサービス全体で事業展開することとなると思われる。
Ｑ：100ｍあたりどのくらいのセンサを設置するのか。
Ａ：「歪み」の場合はある程度、亀裂の発生している箇所と補修箇所の伸展を見るこ
ととしている。
「法面」の場合は 100ｍ×100ｍの面積内に 16 個程度である。
Ｑ：モニタリングしている道路インフラにおける不具合等の最終的な責任は道路管理
者（高速道路会社等）側か技術組合側か？
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Ａ：道路管理者側。現時点ではセンサシステムは点検の補完的な役割。
Ｑ：腐食に対しては対応しているのか。
Ａ：腐食はプロジェクト内では取り扱っていない。塩害等で大きな問題ではあるの
で、腐食用センサのフォーマットを合わせてもらえば、本システムへの取込み、
トータルでの判定は可能となる。
Ｑ：国の施策としては、従来のクラスターや産学連携から事業化支援等にシフトしつ
つあるが、当該国プロ（RIMS）の事業化はどのような方向になるのか。
Ａ：参画企業が各担当部分に関しては基本的に事業化することとなるが、統合システ
ム全体をどのようにするのかは今後の検討となる。
ｄ．マイクロナノ・オープンイノベーションセンター
2011（平成 23）年の経済産業省の補正予算で産業技術総合研究所

つくば東事業

所にマイクロナノ・オープンイノベーションセンター（以下「MNOIC」
）を開設した。
MNOIC では、8/12 インチ MEMS 製造ラインを設けており、装置は計 54 台、中にはステ
ルスダイサなど MEMS ならではの装置を設置し、安価で利用できるようになっている。
サービス内容としては「ユーザの自主研究テーマの研究支援」、
「最先端設備を用いた
研究受託」
、
「サンプル販売可能な工程受託」での企業ニーズへの対応を図っている。
利用件数も増加傾向にあり、ベンチャー企業から大企業まで利用形態も様々である。
さらに、産総研、東京大学の世界的なマイクロナノ研究者の支援を得られる体制も整
えている。
現在、ファンドリー機能を持った企業もあるが、自社で手一杯であったり、小ロッ
トは受注不可の場合も少なくない。海外ファンドリーを利用すると技術流出のリスク
等もあるが、MNOIC は少量・工程一部でも対応可能というメリットがある。
さらに、人材育成サービスとして、先端技術交流会、MEMS 講習会を開催している。
MEMS 講習会は年１回、地方でも大学、公設試験研究機関等と連携しながら開催して
おり、昨年度は長岡市で開催した。
＜本ヒアリングのポイント＞
・
「MEMS 基礎技術の開発」をスタートに「MEMS 製造基盤技術の開発」、
「SSB/IoT 基
板技術の開発」へとプロジェクト内容を進化
・MEMS 市場の拡大とともに、日本メーカの技術力向上、海外企業の買収等による
シェアの高まりを期待
・RIMS では高速道路会社をはじめ 17 機関が参加し、ニーズに沿った、リアルタイ
ムかつ一元的な道路インフラの維持・管理システムの効率的な開発を目指す
・2011 年に MNOIC を開設し、MEMS ファンドリー企業には対応できないニーズにも
対応。さらに、講習会等も開催し、地域における MEMS 人材育成にも寄与
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５．２．８．地方独立行政法人大阪産業技術研究所 本部・和泉センター
訪 問 日

2017（平成 29）年 8 月 31 日（木）

経営企画監 水越 朋之
研究管理監 櫻井 芳昭
同
同
同
同

研究室長 佐藤 和郎
研究室長 北川 貴弘
主任研究員 田中 恒久
研究員 金岡 祐介

対 応 者

電子・機械システム研究部
部長 岡本 昭夫
同 研究管理主幹 宇野 真由美

訪 問 先
職 員 数

大阪府和泉市あゆみ野 2-7-1
241 名
１．産業技術に関する試験、研究、相談その他の支援
２．産業技術に関する研究成果・技術シーズの普及および実用化の促進
３．研究所の施設及び設備の提供
４．
）産業技術に関する情報を収集し、提供すること

事業内容

ａ．組織概要

図表５．26 外観

2017 年（平成 29）年 4 月に、ともに公設試験
研究機関である“大阪府立産業総合研究所”と
“大阪市立工業研究所”が統合し、
“地方独立行
政法人大阪産業技術研究所”となる。
“大阪府立
産業総合研究所”を本部・和泉センター、
“大阪
市立工業研究所”を森之宮センターとして、そ
のまま旧施設を活用している（図表５．26）
。

資料：大阪産業技術研究所 ホームページ
（http://orist.jp/）

事業内容は、以下の４つである。
１．産業技術に関する試験、研究、相談その他の支援
２．産業技術に関する研究成果・技術シーズの普及および実用化の促進
３．研究所の施設及び設備の提供
４．産業技術に関する情報を収集し、提供すること
予算・人員ともに東京都に次ぐ規模を誇り、2014（平成 26）年度から行っている
公募型共同開発事業などにおいては、人的資源だけでなく研究費の面からも支援し、
企業の製品開発に貢献している。
近年、同研究所への依頼件数が増加し、また、技術的な課題以外の相談も増えてお
り、他の支援機関との連携をさらに強めていく方針である。
ｂ．電子・機械システム研究部の取組み
（ａ）電子・機械システム研究部の概要
同研究所は統合後、研究部制を敷いており、電子・機械システム研究部は和泉セン
ターに７つある研究部のうちの１つという位置付けである。主に薄膜材料の研究に強
みを持っている。
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図表５．27 電子・機械システム研究部の組織構成

資料：大阪産業技術研究所 提供資料

図表５．28 電子・機械システム研究部の業務概要

資料：大阪産業技術研究所 提供資料

電子・機械システム研究部は高機能薄膜材料開発、MEMS 技術を応用したナノ・マ
イクロデバイスの開発等を行う「電子デバイス研究室」と自動制御・システム設計、
計測・信号処理回路技術、ロボット関連技術の開発を行う「知能機械研究室」からな
り（図表５．27）、薄膜材料開発から微細加工デバイス作製、信号処理システム、組
込技術、試作器開発までどこからでも始められる一貫したものづくり技術支援の提供
が可能となっている（図表５．28）
。
また、企業・大学等との連携や科学技術振興機構（以下、JST）等との国家プロジ
ェクト事業にも積極的に取組んでいる。
さらに、研究部内の「マイクロデバイス開発支援センター」では公設試ファンドリ
ーとして、真空・薄膜材料、半導体微細加工や MEMS 技術やナノ・マイクロデバイス
などの分野において、技術相談や依頼加工、機器貸与、研究支援などへの対応を行っ
ている。また、電子制御やメカトロニクスなどの分野では「ものづくり設計支援工房」
を設置しており、ここでは３Ｄプリンタや切削加工機、各種 CAD などを開放し、設計・
試作の面から、中小企業が有する
アイデアを製品化できるよう支

図表５．29 電子・機械システム研究部が有する薄膜技術

援している。
（ｂ）主な研究テーマとその内容
同研究部は強みである薄膜技
術を活かし（図表５．29）、地元
大学・企業等のニーズに対応した
様々な特性の革新的な有機トラ
ンジスタや MEMS 技術を駆使した
ナノ・マイクロデバイスの開発等
を行っている。以下、実績の一部

資料：大阪産業技術研究所 提供資料

を紹介する。
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ア．強誘電体 MEMS による高効率発電素子の開発
IoT 時代の到来により、たくさんのモノにセンサが付けられるようになると問題に
なるのが電源の確保である。電池で対応しても、その電池を毎日交換していては手間
も時間もかかってしまう中、同研究部では振動発電に着目した。大阪府立大学の吉村
武准教授が開発した、歪ませると電圧が発生する非鉛ビスマスフェライト（BiFeO2）
圧電帯薄膜をシリコン（Si）からなる微細な片持ち梁の上に搭載することで、モータ
ーなどの振動により電力を取れる環境発電デバイスを試作した。これにより、半永久
的にセンサに電力を供給することができるようになる。BiFeO2 の搭載は本研究が世界
初である。
これは大阪府立大学との共同研究であり JST のプロジェクトから始まり、2017（平
成 29）年度からは新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、NEDO）のプロジェ
クトとして採択されている。
イ．フレキシブル温度センサと信号処理のための有機 CMOS 回路
IoT 社会に向けて、小型・
低コストでのセンシングの

図表５．30 フレキシブル温度センサと
信号処理のための有機 CMOC 回路

重要性が高まっている中、
導電性ポリマーを用いた有
機センサ、有機トランジス
タ回路を一体化したフレキ
シブルデバイスを開発した
（図表５．30）
。フレキシブ

資料：NEDO ホームページ
（http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100520.html）

ルセンサは取り付け形状の
自由度が高いため、物流などを始め幅広い応用が期待される。
これは NEDO の戦略的省エネルギー技術革新プログラムにより行われたプロジェク
トの一部である。
ウ．P（VDF/TrFE）薄膜を用いた MEMS 超音波センサ
ロボットの自動化が進み、衝突防止のための障害物検知センサの小型、高性能化が
求められる中、フェイズド・アレイソナーに使用可能な MEMS 超音波センサを開発し
た。共振周波数制御が可能で、障害物の方向、距離、形が測定可能なため、IoT 社会
で使われる自動運転ロボットの障害物検知センサとしての活用が期待される。
これは JST のバリュープログラムに採択されたプロジェクトである。
（ｃ）地域企業、大学等との連携状況
企業に対しては、研究所の技術シーズをもとに薄膜材料開発～試作機開発まで、一
貫した総合的ものづくりに対する技術支援などを行っているが、製品開発にたどり着
くには企業の発想が必要になるため、企業との研究は製品開発にとって非常に重要で
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ある。
共同研究の具体例を挙げると、株式会社岡野製作所（大阪市）との例では、同研究
部の強みである薄膜技術を活用し、「マイクロハクマク○R 圧力センサ」（図表５．31）
を開発した。新たに開発したセンサ材料の薄膜化（TaAI-N 薄膜）により、超小型セ
ンサが実現し、2014（平成 26）年第 26 回「中小企業優秀新技術・新製品賞」の中で
中小企業庁長官賞・産学官連携特別賞を受賞している。また、日本リニアックス株式
会社との例では、起歪体の歪分析や薄膜の特性評価及び薄膜歪センサの成膜技術指導
を行ったことで「薄膜技術を用いたロボ

R

図表５．31 マイクロハクマク○圧力センサ

ットハンド用超小型多軸力覚センサ」な
どの製品化に成功した。
他にも大阪大学、大阪府立大学、大阪
工業大学と共同研究や産学連携の包括
連携協定を結んだり、関西ラボネットを
活用し同研究所に無い設備や技術を持
った支援機関を紹介するなど、外部との
連携を上手く活用し、企業への貢献を図
っている。

資料：大阪産業技術研究所 提供資料「産技研企業支
援成果事例集～こんなええもんできました～
（2016）」

ｄ．今後センサに求める機能・課題
企業の技術的なニーズは、薄く・軽く・小さくである。その点で言えば、MEMS の
ニーズは高まることが見込まれる。また、MEMS 化しないまでも、小型化や省電力化
に向けた研究の必要性は高まっている。
電源の確保も重要である。上述のとおり、同研究部においても、大阪府立大学と共
同で振動発電技術と MEMS 技術を組み合わせた環境発電技術の開発を行っている。
２．９．３．産学官連携のあり方
ａ．産学連携の取組姿勢
同研究所では、研究員一人ひとりがコーディネーターであるという姿勢を徹底して
いる。企業からの相談に対し、自分の専門分野ではないから、対応できる機器がない
からといって放置するのではなく、専門家や対応可能な他の支援機関への橋渡しをす
るなど、積極的な支援を心がけている。研究員への負担はかなり大きなものになるが、
地域企業の支援をする機関として、このような体制は非常に重要であると考える。
ｂ．センシング技術応用研究会
同研究所が事務局となり、「センシング技術応用研究会」が立ち上げられている。
同研究会は、センサという言葉がまだ新鮮であった 1977（昭和 52）年に、先端セン
シング技術の追求と普及に寄与することを目的として全国に先駆けて関西圏で発足
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した。
センサデバイスから信号処理技術やシステムにも及ぶ産学官連携組織であり、全国
的にも珍しい存在である。現在は強誘電体薄膜を用いたセンサの研究で著名な大阪大
学 奥山 雅則 教授に会長に就任いただいている。
活動内容は、技術相談、研究例会、セミナー・MEMS 実習講座等多岐にわたる。セ
ンサからの信号処理技術やシステムについてのセンシング技術の発展を、産学官で共
同して推進している。また、研究会内にグリーンシステム分科会があり、この中では
環境発電デバイスの開発やシステムの紹介を行っている。

＜本ヒアリングのポイント＞
・電子・機械システム部の特徴は薄膜材料開発から微細加工デバイス作製、信号処
理システム、組込技術、試作器開発までどこからでも始められる一貫したものづ
くり技術支援の提供が可能
・特に強みである薄膜材料技術を活用して、地元大学・中小企業による様々な特性・
種類のセンサの研究開発を支援
・主に基本技術であるシーズの研究を行っているため、製品化のためには企業側の
アイデアが必要
・IoT 時代のセンサには「薄く・軽く・小さく」に加え、電源の確保も求められる
・センシング技術に早くから注目し、全国的にも珍しい産学連携組織である「セン
シング技術応用研究会」を発足。事務局として、技術相談・情報提供等を行う
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5.2.2.ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｾﾝｻｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

【経歴】
・村田製作所工場長、本社部長を歴任
し、業界に精通

【設立経緯】
・アンリツ時代の九州大学 都甲教授
と味覚センサ開発の共同研究をス
タート
・アンリツの業績悪化に伴い同社を設
立、味覚センサの開発・販売等の事
業を買取り、現在に至る
【現在の取組内容】
【取組内容】
・JEITA 部品技術ロードマップ専門委 ・都甲教授とともに基本味ごとに高い広
員会の客員
域選択性を持つセンサ「人工脂質膜
・企業の IoT 関連の取組みのサポート
型味覚センサ」を開発し、味覚の見え
る化に成功
【ビジネスへの活用例】
《マーケティング》
・地域や年齢、性別などのセグメントに
合わせた商品展開
・中小食品メーカの取引の透明化
《生産現場》
・（コーヒー）原料価格の変動に対する、
コスト維持や品質の安定に利用

【市場動向】
【味覚センサの展開】
・センサメーカはラインナップ拡充に ・食品市場は現在の 340 兆円から 680
向け、買収・合併を積極的に実施
兆円に拡大。世界中で少子高齢化が
・デバイスメーカの中には単なるセン
進む中、日本は課題先進国であり、
サ製造から、クラウド等におけるデ
ビジネスチャンス
ータ処理分野へ進出を検討してい ・味認識装置で味の世界標準の確立を
る企業も
目指す

5.2.3. NK アグリ

5.2.4.神戸大学 三品教授

【設立経緯】
・写真現像機の製造・販売の親会社の
売上減少に伴い「第２の創業」とし
て成長の見込める「食」
、
「医療」
、
「環
境」分野において新規事業を開始

【研究分野】
・専門分野は、経営戦略、経営者論であ
り、事業の長期収益の決定要因等につ
いて研究を行う

【取組内容】
《水耕栽培》
・温度、日射量、肥料の使用量などの
センサデータを活用し、レタスの水
耕栽培方法を確立。みずな・ほうれ
んそうへと対象を拡大

【取組内容】
・センサーをテーマとした研究会を立上
げ、研究会等での検討内容を「センサ
ーネット構想」として提唱し、センサ
ーの重要性と日本企業の勝機を提示

《リコピンニンジン》
・気温等のデータを蓄積、解析し、生
育と相関性の高い環境データを特定
するとともに、提携農家に対しリコ
ピンが一番多く含まれる収穫時期を
提示。露地野菜で初めての栄養機能
表示を行う
・北海道～鹿児島までの農家と栽培の
提携し、出荷期間を１ヶ月から６ヶ
月にまで広げる
「地域単位」ではなく、
「品目を軸に
した広域連携」により新たなバリュ
ーチェインの構築を目指す
【農業プラットフォーム】
・農業データ等に関するプラットフォ
ームは大手通信会社が参入し、積極
的に活動

《センサーネット構想》
・国内のセンサーから取得できるデータを
同じ規格で同一のサーバに保管するセ
ンサーネットプラットフォームを形成
・インターネットのプライバシー問題を回避
するため、組織・個人を識別しないプロト
コールを構築し、ビッグデータの生成・
流通を担う

【センサービジネスの展開】
・センサー単体でみると、従来は日本企
業は技術力という強み
・それぞれのセンサー市場の規模は小さ
く、ビッグビジネスは成立しにくい
・ビッグデータ、AI などが進化する中
で、データを検知して信号に置き換え
る入口＝センサーが「ボトルネック」。
今後、「ボトルネック」を解消しよう
という動きが活発化

他地域事例調査結果まとめ（１）

５．３．他地域事例調査の結果まとめ（１－１）

５．３．他地域事例調査の結果まとめ（１－２）
産
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【センサに求められる機能・課題】 【センサに求められる機能・課題】
《デバイス》
《デバイス》
・MEMS 化の進展による「高感度化」に ・味認識センサに関しは、小型化より
伴うノイズ対応
も更なる安定化
・（自動車）高応答性、低遅延性
・辛味、塩味等の応答メカニズムの再
・（農業）耐久性、通信、電源
設計
・（食品加工業）非接触、親和性の高 《データ》
い異物発見
・データを処理し最適化を導き出すた
めの AI 化など、データマイニング
のためのソフトウェア面の強化が
重要

5.2.3. NK アグリ

－－－－－－

【センサに求められる機能・課題】
《デバイス》
・〔課題〕センサデバイス（機器）、通
信コストの高さ
・
〔機能〕ドローンにイメージセンサを
搭載し、植物の発芽率を面的に把握
するような技術進展
・センサデバイス、通信機器等も含め
イノベーションの激しい分野、自社
開発よりも、その都度最新のものを
購入した方が合理的
《データ》
・
〔課題〕データ解析スキルの向上に努
めてきた。AI 手法等を用いた分析へ
の対応
・従来の農業における“経験知”であ
ったものの“可視化”が重要

5.2.4.神戸大学 三品教授
【センサーネットにおける強み】
・〔強み〕コンセンサス形成に当たって
は、各企業が覇権を狙い競合している
欧米と比べ、日本企業は共同体意識が
強く、企業同士が一丸となる文化があ
る
・〔強み〕センサー単体でみると、技術
力という強み
・〔弱み〕Google や Amazon などが自動
的にデータが収集されるビジネスを
構築し、蓄積された莫大なデータ量を
活かし世界を席巻
【センサに求められる機能・課題】
《デバイス》
・価値はセンサーデバイスではなく情報
・新たなデータが取得できるセンサーなど
を除き、センサーデバイス自体の技術進
歩はさほど重要ではない。長期的には
デバイス製造は中国や東南アジアに任
せてよい分野
《データ》
・データはその特性として加工（比較）
することで価値が生まれ、加工すれば
するほど付加価値が高まる
・センサーメーカーは、センサによる戦
略を「モノ」を売るビジネスではな
く、
「データ」を売るビジネスにシフ
トすべき。場合によっては自らセン
サ設置も

他地域事例調査結果まとめ（１）
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れ
る
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能
・
課
題

【日本企業の強み・弱み】
・〔強み〕垂直統合メーカの存在に
よる技術レベルの高さ
・〔弱み〕センサデバイス・アプリ
ケーションの開発の面での発想
力の乏しさ

5.2.2.ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｾﾝｻｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
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5.2.2.ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｾﾝｻｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

学
5.2.3. NK アグリ

5.2.4.神戸大学 三品教授

【有望分野】
【有望分野】
・工場における予知・予防保全
・農業・水産業などの食品業界
・
「防災・安全・セキュリティ分野」 ・快・不快、痛み・快感などの感性
・人の介在している仕事（人手不足分
評価
野）
・６次産業化
・バイオセンサ、バイオミメティク
ス（生物応用）センサ

【（農業以外の）有望分野】
・ウェアラブルデバイスによる生体デ
ータの収集

【有望分野】
・公共空間
・農業・漁業、国土管理

【地域展開】
・他地域にはない特色のあるエリア
（鳥取砂丘、瀬戸内海等）にセン
サを多数設置し、生物・環境メカ
ニズム等を解明しつつ、地域独自
の科学的な農作物の栽培、魚介類
の養殖を行う

【地域課題への対応】
・農業は収益性確保、人手不足・高齢
化の進展に加え、外国人研修生への
対応等も含め他の分野に先駆けて課
題に直面。これらの解決により他の
分野への展開も期待

【地域展開】
・地域資源・地域の特徴を活かしたセン
サーネットが構築されれば地域の強み
に
（例：中国地域～瀬戸内海の海中に多く
のセンサーを設置による見える化、柑
橘系果物等のデータ・サイエンス化）

【地域振興への活用】
・県内の特産品の味を数値化し、一般
的な類似品の数値と比較

【地域センサメーカの戦略】
・その中で地元デバイスメーカーも必要なセ
ンサーを開発・供給

産
学
連
携

人
材
育
成

【産学連携】
・大学の教員にセンサメーカ等の若手
研究員を登用し、実用的な産業人
材を養成
【人材育成】
・IoT、AI 等に対応した広範囲の工
学全般に及ぶ知識への対応
・女性人材の登用

期 【期待される支援策】
支 待 ・「ナノ系装置」や新たに開発され
援さ
たセンサの多品種少量生産に対
策れ
応した「ミニマルファブ施設」の
る
公設試験研究機関への設置補助

【産学連携】
【産学連携】
・技術主導ではなく、人の幸せのた ・農業分野には多くの研究成果があり、
－－－－－－
め何に役立つのかを明確にした上
論文として広く発表されているが、
で、研究を行うことが重要
現場での実証・実用化は進展してい
ないのが現状
【人材育成】
【人材育成】
・AI 化など、データマイニングのた
・センサーネットの構築にあたっては壁
めのソフトウェア面での人材教
－－－－－－
を越えリーダーシップを発揮する人材
育
・データを組合せ、相関をとるデータサ
イエンティストの育成が重要

－－－－－－

【期待される支援策】
・実証・実用化ステージの取組みに対
する積極的な支援
・行政機関等の所有する非公開の環境
データの公開

－－－－－－

他地域事例調査結果まとめ（１）

５．３．他地域事例調査結果まとめ（１－３）

５．３．他地域事例調査の結果まとめ（２－１）
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5.2.5.産業技術総合研究所
寺崎グループ長

5.2.7.マイクロマシンセンター

【組織概要】
【組織概要】
《産総研全般》
・1999 年、通商産業省のプロジェクトであ
・トリリオンセンサ時代に向け
る「マイクロマシン技術研究開発プロジ
「MEMS」、「NMEMS」、「印刷」、「画
ェクト」の推進母体として発足
像計測」とハード面において対応 ・取組プロジェクトも「MEMS 基礎技術の開
できる技術を有している
発」→「MEMS 製造基盤技術の開発」→
「スマートセンシングネットワーク
《九州センター》
(SSN)/IoT 基盤技術開発、環境エネル
・「MEMS」の多品種・少量センサに
ギー開発」へとシフト
対応したミニマルファブや AIN 系
の先端センサ材料の研究開発も
行われる

《トリリオンセンサグループ》
・TSensors Summit の日本での開催
による機運の高まり、2015 年には
「トリリオンセンサ研究グルー
プ」を設置
【取組概要】
【取組概要】
・「前中センシング融合プロジェク ・製造現場に潜む価値・「見えない
ト」の研究統括として、“デバイ
ものの可視化」を合言葉に３つの
ス”
、
“回路”
、
“マイクロパワー”、 “見えない”もの（「①本当に見え
“ソフトウェア”の分野を「融合」 ない」、「②見えている筈」、「③暗黙
させ、小型、低消費電力かつ（将
知」）に対する可視化を行う
来的には使捨てを可能とする）低
価格な“ウェアラブル健康管理シ
ステム”としての「絆創膏型シス
テム」を開発
・
「MEMS デバイス開発支援センター」
を開設し、センター長として企業
のセンサ開発等の支援

5.2.8.大阪産業技術研究所
【組織概要】
《研究所全般》
・2017 年 “大阪府立産業技術総合研究
所”と“大阪市立工業研究所”が統合
し、
“大阪産業技術研究所”となる
・予算・人員ともに東京都に次ぐ規模を誇
る
《電子・機械システム研究部》
・高機能薄膜材料開発、MEMS 技術を応
用したナノ・マイクロデバイスの開発
等を行う「電子デバイス研究室」と自
動制御・システム設計、計測・信号処
理回路技術、ロボット関連技術の開発
を行う「知能機械研究室」から構成

【取組概要】
【取組概要】
・本年度は「道路インフラモニタリン ・薄膜技術を活かし、地元大学・企業等
グシステム（RIMS）の研究開発」
、
「学
のニーズに対応した様々な特性の革
習型スマートセンシングシステム
新的な有機トランジスタや MEMS 技術
（LbSS）の研究開発」などの先端技
を駆使したナノ・マイクロデバイスの
術に係る研究開発プロジェクトに取
開発等を行う
組む
・薄膜材料開発から微細加工デバイス作
・MEMS 分野におけるオープンイノベー
製、信号処理システム、組込技術、試
ション実践の拠点である MNOIC を茨
作器開発までどこからでも始められ
城県つくば市にて設置・運営
る、一貫したものづくり技術支援を提
供
・公設試ファンドリーとして「マイクロ
デバイス開発支援センター」や中小
企業が有するアくり設計支援工房」
を設置

他地域事例調査結果まとめ（２）

②
取
組
内
容

【研究分野】
・センサ一筋。磁気センサのインテ
リジェント化を手始めに、シリコ
ン加工によるジャイロ（角速度）
センサの開発、加速度センサ、ジ
ャイロセンサの安定度等の性能
指数の向上に取組む

公

学
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5.2.5.産業技術総合研究所
寺崎グループ長

5.2.7.マイクロマシンセンター

【成長市場】
【トリリオンセンサの動向】
【市場動向】
・日本のセンサメーカは B to B 分 ・非連続的で膨大（１兆個）な量のセ ・ MEMS 製造メーカの世界ランキング
野で川下メーカの要求仕様に対
ンサを駆使し、食糧、エネルギー、
（Yole 社）としては、最も売上が大きい
し忠実にセンサを作ることには
環境分野等における無意識な損失の
のは Bosch であり、自動車分野から民
長けているが、これからの IoT 時
無い「潤沢な社会（Abundance）」へ
生品への展開を図っている。２番手は
代における拡大市場は B to C 分
挑戦
Broadcom であり、携帯電話用の BAW フ
野
・現在の 100 倍以上のセンサを使用し、 ィルタで急成長
99％が新規ビジネスチャンス
・日本勢では、１番手はデンソー、次
いで米国のファブレスメーカ
【トリリオンセンサの切口】
Invensense を昨年買収した TDK、
・トリリオンセンサの切口としては
Panasonic、Canon、フィンランドの
『「価値の分布」を診る』
。
「何がどれ
程重要か（価値の分布、目の付け所） VTI を買収した村田製作所などが続
く
も測る」ことが特徴
今後は海外企業の買収、技術力向上
・トリリオンセンサの用法を大別する
により、MEMS 市場でのシェアも高まる
と「①自動制御」と「②情勢分析」

【日本企業の強み弱み】
・
〔強み〕日本のセンサメーカは B to
B 分野で川下メーカの要求仕様に
対し忠実にセンサを作ることに
は長けている
・〔弱み〕センサ市場の B to C 分野
へのシフトに伴う対応が図られ
ていない
・〔弱み〕完璧主義によるコンシュ
ーマーに対する“素早く”
、
“ダイ
レクト”、
“オープン”なアクセス
の欠如

・主要技術は「MEMS」、
「画像計測」、
「印
刷」
【日本企業・研究機関の強み・弱み】 【日本企業・研究機関の強み・弱み】
・
〔強み〕誰も採れないデータを採れる ・日本は大学等の技術力は高いもの
センサを開発できる技術（画像計測、
の、事業化については米国企業のフ
応力発光等）
ァブレスの活用や欧州における
価値分布を探索的に把握する場合は
IMEC 等における研究体制にみられ
情報量の多いセンサが強みに
る強みがある
・
〔弱み〕①投資マインド・エコシステ
ム、②バリューチェイン、③標準化

5.2.8.大阪産業技術研究所

－－－－－－

－－－－－－

他地域事例調査結果まとめ（２）

５．３．他地域事例調査の結果まとめ（２－２）

５．３．他地域事例調査の結果まとめ（２－３）
学
5.2.5.兵庫県立大学 前中教授
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有
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分
野

地
域
展
開

《データ》
・生体センシングに関しては、ハードウ
ェア作製というよりも実証試験等に
より収集したデータに関して人工知
能等を活用し解析していくステージ
【有望分野】
・体内埋込型センサおよびインフラ管理
向けセンサ
・医療用、宇宙・航空機分野等での特殊
品ニーズへの対応

【推進体制】
・生体センシングのためのウェアラブル
デバイスを積極的に活用してもらう
ためには、社会的な“仕掛け（制度）”
が求められる
【地域センサメーカの戦略】
・地域アプリケーション企業のニーズを
吸上げる体制構築

5.2.5.産業技術総合研究所
寺崎グループ長
【センサに求められる機能・課題】
《デバイス》
・「印刷」技術が安価、大面積への観点か
ら、今後の中心的な要素技術に
・「MEMS 物理センサ」から「化学センサ」、
「給電（環境発電）」、「生体センサ」へと
興味も移行
・「ハイブリッド化」、「センサ・給電・通信の
一体化」、「低環境負荷（生分解、生体
適合）」もトレンド

5.2.7.マイクロマシンセンター

5.2.8.大阪産業技術研究所

【MEMS 化の進展】
・MEMS/センサ市場予測としては
「MEMS＋センサ」計では 2016～
2021 年の伸びは年率 12％、MEMS
のみでは年率 14%の成長を見込
む

【センサに求められる機能・課題】
・薄く・軽く・小さくである。その
点で言えば、MEMS のニーズは高ま
ることが見込まれる
・MEMS 化しないまでも、小型化や省
電力化に向けた研究の必要性は
高まる

《データ》
・センサによる可視化から行動へと移行す
るには距離があるが、情報を相関して意
味を持たせることが重要
・AI を利用し、最適解を出す場合でも、
その前提となる「どのような世界に行
き着きたいのか」、「何を優先すべき
か」については人間の意思によること
を肝に銘じるべき
【有望分野】
【有望分野】
・TSensors Roadmap では「健康」、「ロ ・非 MEMS から新規 MEMS へ置き換
ボットとの共生」、「環境」、「食糧」、
わって急成長が期待されるの
「エネルギー」を有望視。九州の成長
は、エナジーハーベスタガス／
産業戦略とも多くラップ
パーティクルセンサ、マイクロ
・中小企業を IoT に結びつけることによ
スピーカ、オートフォーカスな
りスマート製造業の構築も可能に
ど

－－－－－－

－－－－－－

－－－－－－

－－－－－－

他地域事例調査結果まとめ（２）

展
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に
つ
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④
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に
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れ
る
機
能
・
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【センサに求められる機能・課題】
《デバイス》
・“高性能化”、
“低価格化”、
“小型化”
。
加えて“コンボ化”およびその際の“モ
ノリシック化”（センサ、回路の集積
化）
。MEMS も IC に 15 年遅れて“ムー
アの法則 ”に乗っており、このトレ
ンドは当面続く
・低価格化 ＝「100 円センサ」という
流れがあるが、一方、人体、インフラ
に埋込むための耐久性 ＝「100 年セ
ンサ」という流れもでてくる
・IoT ではセンサ、プロセッサ、無線、
電源で構成されているが、今後はさら
にアクチュエータが付加される

公

学
5.2.5.兵庫県立大学 前中教授
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④
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公
5.2.5.産業技術総合研究所
寺崎グループ長

5.2.7.マイクロマシンセンター

【地域センサ関連企業への支援】
【産学連携】
【産学連携】
・MEMS 技術について講習会等の啓蒙 ・中小企業には「暗黙知」の可視化＝“勘” ・MNOIC では「ユーザの自主研究テー
を行いながら、企業の“敷居を下げ
のデジタル化により生産性の向上する
マの研究支援」
、
「最先端設備を用い
ていく”ことは重要である
余地は大きい
た研究受託」、
「サンプル販売可能な
・関西、中四国エリアの MEMS 施設を
工程受託」等の企業の多様なニーズ
中心に“ものづくり”という観点か
に対応し、産総研、東京大学の世界
ら連携の余地があると考える
的なマイクナノ研究者の支援を得
られる体制も整える

5.2.8.大阪産業技術研究所
【産学連携】
《取組姿勢》
・研究員一人一人がコーディネー
ターであるという姿勢を徹底。
専門家や対応可能な他の支援機
関への橋渡しをするなど、積極
的な支援を心がける
・製品開発にたどり着くには企業
の発想が必要
《産学連携組織》
・センシング技術に早くから注目
し、全国的にも珍しい産学連携
組織である「センシング技術応
用研究会」を発足。事務局とし
て、技術相談・情報提供等を行
う

人
材
育
成

【求められる人材】
・地域のリーダーとなる人材には広範
な領域に及ぶ IoT を俯瞰的に眺め
ることのできる人材
・前中センシング融合プロジェクトは
上記人材の育成も意図

【人材育成】
・バリューチェイン構築に向けたエンジ
ニアリングサイドの人材
・情報相関を行いながらモデリングを行
う人材とプロジェクトリーダー化

【人材育成】
・MNOIC 人材育成サービスとして、先
端技術交流会、MEMS 講習会を開催
している。MEMS 講習会は年１回、
地方でも大学、公設試等と連携しな
がら開催（昨年度は長岡市）

－－－－－－

他地域事例調査結果まとめ（２）

５．３．他地域事例調査の結果まとめ（２－４）

中国地域アンケート調査（①研究者・研究機関）

６．アンケート調査による中国地域におけるセンサ関連の取組状況
６．１．研究者・研究機関アンケート調査
【調査結果の要約】
○センサに関する研究開発の取組み
・センサに関する研究開発を実際に行っている研究者等は送付先の５割弱。
○研究開発内容
・研究開発分野は、
「センサ応用技術（アプリケーション、社会実装）」（52.2％）
が最も多く、次いで「センサ情報処理技術」
（30.4％）
、
「物理センサ技術」
（28.3％）
となっている。
・研究開発対象となるセンサデバイスは「光学センサ」（36.8％）、「位置センサ」
（35.8％）が多い。
○共同研究
・センサ関連の研究開発を行っている 2/3 の研究者等が企業との共同研究を行って
いる。
・パートナー企業は、デバイス技術では「製造業」が多く、研究分野別では、IoT
レイヤの上位（クラウド）側ほど共同研究の実績がある。
○今後の研究開発への取組意向
・今後、研究開発を行うとした研究者等は約半数であり、新たに研究開発に取組む
研究者等はさほど多くない。
○センサに求める機能・性能等
・センサに求める機能は、「小型化」（56.7％）が最も多く、次いで「低価格化」
（55.7％）
、
「高精度化」
（49.0％）となっている。
・研究開発の区分別でみると、
「小型化」は共通して求められているものの、
「物理
センサ」では「低価格化」
、バイオセンサでは「高精度化」の比率が高い。
○地域におけるセンサの利活用の展開
・「人材」面では高度技術者養成に向けての継続的な支援、中等教育からの人材育
成等、
「企業支援」に関してはベンチャー企業支援等が期待されている。
○センサ利活用の有望分野
・センサ利活用の有望分野では、
「医療・介護・ヘルスケア」
（66.0％）が最も多く、
次いで「農業」（53.4％）
、
「自動車・物流・交通」
（49.7％）となっている。
○地域社会・地域経済への影響等
・「産業振興」面では人手不足対応、生産効率化のみならず、新たな付加価値・雇
用の創出に期待。「地域活性化」面では社会システム全般へのセンシングネット
ワークの適用、生活の質的向上への貢献が期待されている。
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６．１．１．調査の概要
ａ．調査の目的
本調査は中国地域の研究者及び研究機関における、センサ関連の研究開発内容、今
後の展開、有望分野等を把握することを目的とする。
ｂ．対象と方法
本調査対象は中国地域の研究者及び研究機関である。具体的には、中国地域内の大
学、高等専門学校のうち、「工学部」、「理学部」、「情報学部」、「医学部」、「農学部」
などに所属する研究者を対象に、公表された研究内容を基に 1,095 先を抽出し、加え
て中国地域内の公設試験研究機関 23 先を対象先に選定した。
調査は、調査票を上述の企業に郵送で配布し、郵送またはインターネット回答によ
り回収した。
ｃ．実施概要
調査期間

2017（平成 29）年８月１日～９月 29 日

調査対象数

1,118 件

有効回答数

197 件（有効回答率 17.6％）

ｄ．集計データの見方
（ａ）回答比率
回答比率は、原則としてその設問の回答者数（無回答を除く）を母数として算出し
た。クロス集計に関しては、分類別の回答者数を母数としている。
（ｂ）小数点以下の表記
回答比率は、小数点以下第２位を四捨五入し、百分率（％）で表示している。その
ため、比率の合計が 100％にならないことがある。
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６．１．２．調査結果
ａ．センサに関する研究開発の取組み
問１．貴殿（または貴所・センター）では、センサに関する研究開発に取組んでいます
か。あてはまるものを一つだけ選んでください。

回答のあった研究者・研究機関（以下、研究者等）の中で、センサに関する研究開
発を実施している割合は約５割であった（図表６．１）。
図表６．１

研究開発の取組み（ｎ=197）

いいえ・わか
らない
50.8%

はい
49.2%

回答者の内訳をみると、研究者（大学・高等専門学校） 185 名、公設試験研究機
関 12 機関であり、それぞれセンサに関する研究開発を実施している割合は約５割で
あった。
図表６．２ 研究者（大学・高等専門学校）
（ｎ=185）

いいえ・わか
らない
50.8%

図表６．３ 公設試験研究機関（ｎ=12）

いいえ・わか
らない
50.0%

はい
49.2%

はい
50.0%

ｂ．研究開発内容
問２．どのようなセンサ関連分野の研究開発に取組んでいますか。あてはまるものを全
て選んでください。また、「具体的な研究開発内容（①対象となるセンサ、②研
究内容、③成果・課題、④期待される用途）」をお差し支えない範囲でご記入く
ださい。
（複数回答）
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（ａ）全体
センサ関連分野の研究開発内容は、「センサ応用技術（アプリケーション、社会実
装）」が 52.2％で最も多く、次いで「センサ情報処理技術」（30.4％）、「物理センサ
技術」
（28.3％）となっている。小型化・低価格化に資する「MEMS 技術」
（6.5％）や
IoT 利活用における課題の一つである電源確保のための「自立電源技術」
（4.3％）の
取組みは相対的に低い値となっている（図表６．４）。
図表６．４

研究開発内容（ｎ=92、複数回答）

基本的には「センサ（デバイス）」～「クラウド」の IoT のレイヤ（図表６．５）
では「上位側」
（サプライチェーンでは「川下側」）に関連した研究開発の件数が多い
結果となっている。
＜参考＞図表６．５ IoT の階層構造とセンサ関連技術

クラウド
ａ．センサ・デバイス

アプリケーション

センサ応用技術

IoT プラットフォーム

センサ情報処理技術

ネットワーク（無線／有線）

通信・

ゲートウェイ

ネットワーク

デバイス

エリアネットワーク
センサ

自
立
電
源
技
術

ネットワーク
技術

MEMS 技術
物理センサ
技術

化学センサ
技術

センサ材料・プロセス技術
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（ｂ）対象センサ
対象となるセンサでは「光学センサ」が 36.8％で最も多く、次いで「位置センサ」
（35.8％）
、
「温度センサ」
（27.4％）となっている。2015（平成 27）年の日系企業の
センサ世界出荷数量の順位（①温度センサ、②位置センサ、③光学センサ）とほぼ同
様の結果となっている（図表６．６）。
図表６．６

センサの種類（ｎ=92、複数回答）

（ｃ）具体的な研究開発内容
センサ種類別に研究開発内容をみると、「位置センサ」の応用技術、「光学センサ」
の情報処理技術、応用技術の研究開発件数が多くなっている（図表６．７）。
図表６．７

研究開発内容・センサの種類（ｎ=92、複数回答）

（件）

技術
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主な研究開発の具体的な内容は図表６．８のとおりである。
「光学センサ」を用いた
情報処理技術・応用処理としての「画像処理による人物判別」や「行動分析」、
「物理セ
ンサ」ではフレキシブルデバイスの開発、
「材料・プロセス」研究では環境対応、デバ
イスの性能向上のための研究開発などその内容は多岐に渡る。
図表６．８ 主な研究開発内容
項

センサ応用
技術
（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ、
社会実装）

目

具体的な研究開発内容

研究しているセンサ

医 療

生体情報による認証（鳥取県、大学）

音・超音波センサ
その他のセンサ

工 場

ディープランニングを用いた工業製品の欠陥検出機能の
開発（山口県、大学）

その他のセンサ

インフラ

光学センサ
圧力センサ
社会基盤施設の外観検査、モニタリング（山口県、大学）
化学・バイオセンサ
その他のセンサ

その他

避難や観光における迷い行動の分析（広島県、大学）

センサ情報
処理技術

物理センサ技術

対象の数学モデル＋拡張カルマンフィルタを用いて、温
度や物理パラメータ（熱伝導率や熱膨張率）を測定する
もの（岡山県、大学）
画像処理による人物対応づけ（鳥取県、大学）
Kinect を使って人の動作と空間の位置関係の研究を行
っている。AR などの仮想物体への操作などが可能になる
と考えられる（岡山県、大学）
超伝導量子干渉素子（SQUID）を用いた免疫分析（岡山県、
大学）
生産機械設備の状態監視・診断用の振動・音響センサに
関わる研究（山口県、大学）
圧電材料を用いた柔軟な曲げ変形センサ、薄型の衝撃力
センサ開発（広島県、大学）

センサ材料・
プロセス技術

ネットワーク技術

光学センサ材料の基礎研究、放射線センサによる測定（広
島県、大学）
高性能な鉛フリー圧電セラミック材料の開発（鳥取県、
大学）
細胞牽引力の測定（山口県、大学）
無意識シームレスにデータ収集する技術としての Body
Area Network(BAN)の技術開発、国際標準化、及び収集し
たデータのデータ解析とサービスの実現に向けた取組み
（広島県、大学）
- Wiki で制御する IoT システム - 遠隔操作ウィルス包
囲網 - テレポーテーションシステム（広島県、大学）

化学・
バイオセンサ
技術

微生物由来酸化鉄マイクロチューブを利用した水分・ガ
スセンサの開発（岡山県、大学）
膜蛋白質を用いた創薬スクリーニング用センサの開発
（岡山県、大学）
病気の診断に用いるアミノ酸計測用バイオセンサの開発
（広島県、大学）
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光学センサ
慣性力センサ
温度センサ
光学センサ
光学センサ
位置センサ
磁界センサ
化学・バイオセンサ
音・超音波センサ
圧力センサ
慣性力センサ
位置センサ
光学センサ
音・超音波センサ
圧力センサ
光学センサ
温度センサ
化学・バイオセンサ
その他のセンサ
光学センサ
温度センサ
圧力センサ
慣性力センサ 等
化学・バイオセンサ
化学・バイオセンサ
化学・バイオセンサ
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図表６．８
項

目

主な研究開発内容 （続き）
具体的な研究開発内容

研究しているセンサ

振動センサ、プラント内ロボット位置センサ（広島県、
高等専門学校）

MEMS 技術

自立電源技術
（ｴﾅｼﾞｰ
ﾊｰﾍﾞｽﾃｨﾝｸﾞ）

MEMS 技術を用いた熱式マイクロセンサとその応用（広島
県、大学）
ペルチェ素子（ジーベック効果）による熱発電。多数の
ペルチェ素子（10 個程度）による冬季の熱発電システム
（広島県、大学）
流体励起振動を用いた独自の発電技術によるセンサ電
源の開発（岡山県、大学）

位置センサ
磁界センサ
温度センサ
慣性力センサ
その他のセンサ
温度センサ
－

（ｄ）研究開発の期待される用途
研究開発の成果として期待される用途をテキストデータをもとに分類した場合、
「基盤・共通」技術が 28.0％で最も多いものの、特定用途のうちでは「医療・介護・
ヘルスケア」
（25.5％）
、
「社会インフラの監視」
（18.7％）、
「工場等の産業用機械」と
「自動車・物流・交通」
（12.0％）が高い比率となっている（図表６．９）。
図表６．９

研究開発の期待される用途（ｎ＝75、複数回答）

基盤・共通

28.0%

医療・介護・ﾍﾙｽｹｱ

25.5%

社会ｲﾝﾌﾗの監視

特
定
用
途

18.7%

工場等の産業用機械

12.0%

自動車・物流・交通

12.0%

家電・情報機器
（ｽﾏﾎ、ｳｴｱﾗﾌﾞﾙ機器等）
農業

5.3%
2.7%

その他

0.0%

14.7%
5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

主な研究開発の具体的な用途としては図表６．10 のとおりとなる。「基盤・共通」
としては低価格・汎用 IoT システムのための研究開発、新たなインターフェイスであ
る HMI29に関する研究開発等が行われている。また、
「家電・情報機器（ｽﾏﾎ、ｳｴｱﾗﾌﾞﾙ
機器等）
」
、
「自動車・物流・交通」
、「社会インフラの監視」等の分野においても時流
に応じたテーマが取組まれている。
29

Human Machine Interface
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図表６．10 主な研究開発の期待される用途
項

目

期待される用途

研究しているセンサ

センサネットワーク（IoT）への活用（広島県、大学）

基盤・共通

家電・情報機器
（ｽﾏﾎ、ｳｴｱﾗﾌﾞ
ﾙ機器等）

自動車・
物流・交通

社会ｲﾝﾌﾗの
監視

特
定
用
途

工場等の産業
用機器

医療・介護・
ﾍﾙｽｹｱ

温度センサ
光学センサ
低価格実用システムとして普及（鳥取県、高等専門学校）
位置センサ
HMI システム（岡山県、大学）
その他のセンサ
超軽量・超小型デバイスでの発光分析が可能になる（広
光学センサ
島県、大学）
既存の物質や新開発の物質の極限環境下での特性評価
温度センサ
（島根県、大学）
温度センサ
住宅、オフィスビルのエネルギー管理（山口県、大学） 化学・バイオセンサ
その他のセンサ
ソーラパーク全体の日射強度分布計測（PV パネル）（岡
その他のセンサ
山県、大学）
自動車の自動運転の基本に応用（広島県、大学）
位置センサ
自動車、航空機などの運転性能の向上（鳥取県、高等専 光学センサ
門学校）
位置センサ
車載超音波センサ（鳥取県、大学）
音・超音波センサ
配管中など見えない所を流れる物の動態解析（広島県、
その他のセンサ
大学）
温度センサ
土砂災害の監視（岡山県、大学）
その他のセンサ
トンネルや橋梁の点検業務の効率化、自治体の維持管理 光学センサ
業務の高度化（山口県、大学）
慣性力センサ
感圧紙（プレスケール）では測定できない高圧力の測定 圧力センサ
（鳥取県、大学）
位置センサ
熟練した検査員に頼っていた、目視検査の自動化（山口
その他のセンサ
県、大学）
生産機械設備の状態監視・診断用に使用（山口県、大学） 音・超音波センサ
福祉、介護の現場でのアンモニア微量検知、呼気診断用
化学・バイオセンサ
素材など（島根県、大学）
早期診断と早期治療に結びつく（岡山県、大学）
化学・バイオセンサ
再生医療における細胞分化の制御（山口県、大学）

農

業

農業用水路の管理に利用される流量計（岡山県、大学）
精密農業、AI 農業（岡山県、大学）

圧力センサ
―
その他のセンサ

また、各県の公設試験研究機関における具体的な取組みとしては、「有機材料によ
る新しいエレクトロニクス技術に関する研究」、
「リアルタイムモニタリング可能な工
具の開発」
、
「小規模センサネットワーク用プラットフォームの開発」等が行われてい
る。

- 170 -

中国地域アンケート調査（①研究者・研究機関）

ｂ．共同研究
問３．企業と共同（産学連携）で、センサ関連の研究開発に取組んだことはありますか。
あてはまるものを１つだけ選んでください。なお、お差し支えなければ共同研究
のパートナーの業種をご記入ください。

センサ関連の研究開発を行っている研究者等のうち企業との共同研究の実績があ
る比率は 66.7％＝2/3 が共同研究を行っている（図表６．11）。パートナー企業の業
種は、デバイス技術では「製造業」が多く、アプリケーションでは多岐にわたる。
図表６．11

共同研究の有無（ｎ＝96）

研究分野別に共同研究実績の割合をみると、
「センサ応用技術（アプリケーション、
社会実装）
」が 83.0％で最も高く、次いで「センサ情報処理技術」
（78.6％）となっ
ている。研究開発の件数同様に IoT の上位のレイヤにおいて、共同研究の実績の割合
が相対的に高く、一方、レイヤの下位である材料・プロセス技術等の基礎研究、デバ
イス開発に関しては相対的に低い割合となっている（図表６．12）
。
図表６．12 研究開発内容・共同研究の有無（ｎ=92）
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センサの種類別に共同研究の実績をみると、「音・超音波センサ」が 90.0%で最も高
く、
「慣性力センサ」
（85.0％）
、
「位置センサ」
（81.8％）が続いている（図表６．13）
。
図表６．13 センサの種類・共同研究の有無（ｎ=95）

ｃ．今後の研究開発への取組意向
問４．今後、センサ関連の研究開発に取組むお考えはありますか。あてはまるものを１
つだけ選んでください。また、「具体的な内容」を下記にお差し支えない範囲で
ご記入ください。

今後のセンサ関連の研究開発への取組みを行うとした研究者等は 44.9％（88 名）
であり、問１で研究開発を行っている研究者等の数が 49.0％（96 名）に対し、ほぼ
同等の値となっている（図表６．14）
。
図表６．14

今後の研究開発への取組意向（ｎ＝196）

内訳をみると新たにセンサ関連の取組みを開始する研究者等の数は７名（構成比
3.6％）であり、取組実績のある研究者等が継続（新規テーマを含む）して実施する
ケースが多い（図表６．15）。
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図表６．15
現在取組み

今後の研究開発への取組み方針（ｎ＝196）

有

無
合

計

※数値は実数。 (

取組予定 有
81
（41.3%）
7
(3.6%)
88
(44.9%)

無
15
(7.7%)
93
(47.4%)
108
(55.1%)

合

計

96
(49.0%)
100
(51.0%)
196
(100.0%)

)は構成比。

なお、現在取組んでいるものの今後取組み予定が無いとした研究者では、新規技術
ではあるものの「プロジェクト終了後、用途・パートナーが見つからない」、
「実証実
験の協力が得られない」
、
「事業化のための技術力不足」、
「基礎研究のための資金不足」
といったコメントがみられた。
なお、主な今後の具体的な研究開発内容については、図表６．16 のとおりである。
図表６．16
項

目

センサ材料・
プロセス技術

物理センサ技術

化学・
バイオセンサ
技術

ネットワーク技術
センサ情報
処理技術
センサ応用技術
（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ、
社会実装）
自立電源技術
（ｴﾅｼﾞｰ
ﾊｰﾍﾞｽﾃｨﾝｸﾞ）
その他

30

主な今後の具体的な研究開発内容

今後の具体的な研究開発内容
呼気診断用素材、イオン検知（島根県、大学）
鉛フリー圧電セラミック新材料の探索やその高性能
化（鳥取県、大学）
工作機械上での加工物の形状精度の機上計測、工作
機械・ロボットの運動精度測定（広島県、大学）
0.18 ㎛ CMOS を用いた回路の実現可能性（岡山県、大学）
構造物の振動モード形状の微小な変化の抽出技術の
開発（鳥取県、大学）
化学メーカと共同で基礎研究レベルでデータを集め
る（広島県、大学）
高い発光効率を持ち、種々の刺激に対して鋭敏に応
答する発光色素に基づく化学センサの開発。特に、
新しい色素自体の設計と合成、および基礎的発光特
性評価（岡山県、大学）
センサを利用した IoT システムにおける各種センサ
の QoS30に合わせたデータ収集の技術と収集したデー
タの解析、サービスへの応用（広島県、大学）
インテリジェントセンサ（センサ情報の前処理）、
センサ情報応用（認識、識別）（広島県、大学）
画像認識（鳥取県、大学）
良品、不良品の画像データから特徴を自動抽出し、
学習させる（山口県、大学）
独居老人の生存／困難確認のためのセンサ開発（島
根県、大学）
社会基盤施設の外観検査、モニタリング（山口県、大学）
流体励起振動を用いた独自の発電技術によるセンサ
電源の開発（岡山県、大学）
ソフトウェア無線を活用した未知信号の効率的収集、
低消費電力無線通信（広島県、大学）
カテーテル治療（岡山県、大学）
エンジン内光学センサ（岡山県、大学）

Quality of Service
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研究しているセンサ
化学・バイオセンサ
音・超音波センサ
光学センサ、位置センサ
位置センサ
慣性力センサ、位置センサ
化学・バイオセンサ

化学・バイオセンサ

光学センサ、温度センサ、
慣性力センサ 等
光学センサ、慣性力センサ、
音・超音波センサ
光学センサ
その他のセンサ
―
光学センサ、慣性力センサ
―
位置センサ、その他のセン
サ
磁界センサ
光学センサ
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ｄ．センサに求める機能・性能等
問５．今後のセンサに求める機能について、あてはまるものを全て選んでください。ま
た「求める機能・性能等」をお差し支えない範囲でご記入ください。
（複数回答）

今後のセンサに求める機能・性能については、
「小型化」が 56.7％で最も多く、次
いで「低価格化」
（55.7％）
、
「高精度化」
（49.0％）となっている（図表６．17）
。
図表６．17 センサに求める機能（ｎ=79、複数回答）

研究開発内容とセンサに求める機能・性能をクロスしてみると、「小型化」は共通
的な要求性能となっている。それ以外にも「物理センサ技術」では「低価格化」
、
「化
図表６．18

研究開発内容・具体的に求める機能・性能等（n=92、複数回答）

9
自立電源技術8

センサ応用技術 7

センサ情報処理技術6

ネットワーク技術 5

MEMS技術 4
化学・
3
バイオセンサ技術

※求める機能・性能の比率

物理センサ技術2

を丸の大きさで表示。
60％以上の比率の項目を

センサ技術・ 1
プロセス技術

ピンクで塗り分け

0
0

1
小
型
化

2
低
価
格
化

3
高
精
度
化

4
省
電
力
化
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6
認
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・
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機
能

7
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学・バイオセンサ技術」では選択性等を含めた「高精度化」
、
「MEMS 技術」
、
「ネットワ
ーク技術」では「低価格化」
、
「省電力化」を求める傾向がみられた（図表６．18）
。
各項目の具体的な要求機能・性能は図表６．19 のとおりである。主要項目以外の
「その他の項目」としては「薄型化」
、
「耐環境性」、
「非接触」
、
「曲げられること」と
いった素材に対するニーズがみられた。
図表６．19
項 目
低価格化

センサに求める具体的機能・性能、課題

具体的に求める機能・性能等
パーソナルユーズを安価に常用できる製品（広島県、大学）
農業用途であれば精度より価格（岡山県、大学）
今ある設備に組込めるものの開発（山口県、高等専門学校）

小型化

軽量化（鳥取県、大学）
光電子増倍管程度のサイズのデバイスに分光機能をもたせ
る（広島県、大学）
バッテリレス（広島県、大学ほか）

省電力化

電源を用いない可搬型、使い捨てセンサ（岡山県、大学）
自然エネルギーの活用（鳥取県、公設試験研究機関）
センサが場に与える影響を最小にする（山口県、大学）

高精度化

測定範囲
拡大

認識・
分析機能
（ｽﾏｰﾄ化）

研究しているセンサ
慣性力センサ
位置センサ
その他のセンサ
―
位置センサ
光学センサ
圧力センサ
位置センサ
磁界センサ
化学・バイオセンサ
光学センサ
温度センサ
圧力センサ 等
―

0.1 度以下の計測誤差（岡山県、大学）

磁界センサ

色を使った認証（山口県、大学）

光学センサ

認識色域及び認識領域の拡大（山口県、高等専門学校）

―

金属内部の温度分布の測定ができるもの（岡山県、大学）
通常の人体動作からスポーツ運動のような激しい動作まで
単一デバイスで計測可能な加速度センサ（広島県、大学）

―

非破壊においては自動診断機能（岡山県、大学）
ソフトリアルタイム処理（岡山県、大学）
最近進歩が著しい映像取得および解析技術が有用（山口県、
大学）
薄型化（セロハンのような）（岡山県、大学）

―
磁界センサ
化学・バイオセンサ
その他のセンサ
その他のセンサ
磁界センサ

耐久性や耐環境性に優れていることも重要（岡山県、大学）

温度センサ
圧力センサ
慣性力センサ ほか

非接触、知能化（山口県、大学）

光学センサ
慣性力センサ
音・超音波センサ

その他

体内に入れても免疫反応等が生じないこと（生体適合性）。
柔らかく曲げられること。透明なこと（岡山県、大学）
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ｅ．地域におけるセンサの利活用の展開
問６．地域におけるセンサの利活用・研究開発に関する意見・コメント、企業（産業界）
への要望があればご記入ください。

地域におけるセンサの利活用・研究開発に関する意見・コメント、企業への要望は、
図表６.20 のとおりである。
「研究開発（体制・施設）」に関しては、地域課題の解決、暗黙知の形式知化に向
けたセンサシステムの利活用や多様なデバイス作製プロセスに対応できるファンド
リー施設の設置・拡充への期待がみられる。
「情報提供」に関連しては地域のセンサ関連のシーズ・ニーズ情報の提供（および
マッチング機会の提供）、ソフトウェア開発キットの提供・ライブラリの充実等への
期待とともに、データに関するプライバシーの危惧および匿名データのシェアリング
の仕組みづくり等があげられている。
「人材」面においては高度技術者養成に向けての継続的な支援、中等教育からの人
材育成等の必要性が指摘されている。
「企業支援」に関してはベンチャー企業支援、成長分野としてのバイオセンサ（生
体センシング）関連企業への支援等があげられている。
図表６．20
項 目

体制

研究
開発

施設

企業

情報
提供

ソフ
トウ
ェア

プラ
イバ
シー

主なセンサ利活用・研究開発に関するコメント・要望
意見・コメント、企業への要望

研究しているセンサ
地域の独自性と関連し、地域固有の問題解決を目指すような研究開 温度センサ
発テーマの設定がまず第一である。その後テーマに応じた研究開発 化学・バイオセンサ
体制の構築が必要（山口県、大学）
その他のセンサ
実証実験への協力（鳥取県、大学）
慣性力センサ
開発の初期段階は精度が低くてもアイデアを大切にするべきで、創造
その他のセンサ
的なアイデアには補助金などで支援して実現すべき（山口県、大学）
規格化・統一化・上位互換性を常に考えてほしい（岡山県、大学ほ
―
か）
利益重視ではない研究開発への支援（岡山県、大学）
化学・バイオセンサ
暗黙知の見える化に応用すべき（山口県、大学）
マイクロセンサデバイスをやっていくうえでは、多様なセンサデバイ
ス作成プロセスに対応できるファンドリー施設が必要（岡山県、大学）
研究施設の提供（広島県、大学）

圧力センサ
磁界センサ
化学・バイオセンサ
化学・バイオセンサ

地域でセンサを扱っている企業のマップデータ（広島県、大学）
センサのベンダー情報提供、センサシステムユーザーの地域ニーズ
情報（岡山県、大学）

磁界センサ
その他のセンサ

圧力センサ
慣性力センサ
位置センサ 等
光学センサ
ソフトウェアライブラリの充実、オープンソース化（広島県、大学）
位置センサ
センサを組込んだシステム開発ができる SDK（ソフトウェア開発キ
ット）等の提供および情報公開（島根県、大学）

センサはある意味監視目的となっている。プライバシーのない世の
中になっている心配がある（島根県、大学）

―

匿名化したセンサ情報のシェアリングの仕組みを、地方主導で行う
ことができれば、とても面白い（広島県、大学）

光学センサ
圧力センサ
音・超音波センサ等
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図表６．20

主なセンサ利活用・研究開発に関するコメント・要望（続き）

項目

意見・コメント、企業への要望
高度な技術者の養成が不可欠（鳥取県、大学）

人材育成・
確保

産学官連携

企業支援

世界の中で技術力を発揮するためには、継続的な人材の育成が不可
欠である。例えば、研究費の支援のみならず、関連する分野を目指
す学生に対する奨学金制度などがあれば人材確保につながると思
う（岡山県、大学）
中学生から人材育成を行う協力体制があればよい（広島県、大学）
異業種の連携体制（島根大学ほか）
産学官連携等の連携体制の構築のために、シーズとニーズのマッチ
ングができる機会を作ることが必要（岡山県、大学）
センサ研究開発に(1)必要な素材、電子機器製造加工、(2)センサ開
発を行う研究開発機関、(3)センサの利用用途・要望、試用機会を
提供する企業・組織、以上(1)～(3)のマッチングや、資金提供を行
う仕組み、あるいは組織が構築され、うまく運用されると地域産業
として定着するのではないか（広島県、大学）
地方では開発・研究は大手企業が中心となる傾向にあるが、本来で
あれば地方こそベンチャーの立ち上げに打ってつけであり、ありき
たりの大手企業―大学間の連携ではなく、問題解決型の連携や人材
育成を期待する（山口県、高等専門学校）
中国地方にはバイオセンサに関係する企業が少ないように思われる。
既存の業種に拘わらず生体のセンシング分野に参入して欲しい（岡
山県、大学）

研究しているセンサ
光学センサ
位置センサ
化学・バイオセンサ
―
―
化学・バイオセンサ
化学・バイオセンサ
圧力センサ
慣性力センサ
位置センサ
光学センサ
温度センサ
圧力センサ

ほか

化学・バイオセンサ

ｆ．センサ利活用の有望分野
問７．研究開発内容に限らず、中国地域におけるセンサ利活用の有望分野はどのような
分野と考えますか。あてはまるものを全て選んでください。（複数回答）

（自らの研究分野に関わらず、
）センサ利活用の有望分野としては、
「医療・介護・
ヘルスケア」が 66.0％で最も多く、
「農業」
（53.4％）、
「自動車・物流・交通」
（49.7％）
が続いた（図表６．21）
。
これらの分野を自らの研究分野（Ｐ175 図表６．９）と比較すると「医療・介護・
ヘルスケア」が１位なのは同じであるが、「農業」、「自動車・物流・交通」が相対的
に高い順位となっており、中国地域の産業構造を反映した結果となっている。
その他の分野では「教育分野」、「観光分野」等が有望視されている。
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図表６．21

センサ利活用の有望分野（ｎ＝191、複数回答）

ｇ．地域社会・地域経済への影響等
問８．センサの利活用の進展による地域社会・地域経済への影響等について意見・コメ
ント等があればご記入ください。

センサの利活用の進展による地域社会・地域経済への影響等については、
「産業振
興」面では人口減少の下での人手不足対応、生産の効率化のみならず、新たな付加価
値・雇用の創出に繋がることが期待されている。また、他地域との差別化、他地域に
先駆けた取組み、地域ニーズの吸上げの重要性に関する指摘もみられる。
「地域活性化」面では社会システム全般へのセンシングネットワークへの適用、生
活の質的向上への貢献に向けた期待やシーズ・ニーズを育む仕組み、情報交換の機会
提供の重要性等に関する意見がみられた。
特定の「アプリケーション」に関連しては「医療・福祉」、
「インフラ管理」
、
「農業」
またその他の分野として「アート」に関するコメントがみられた（図表６．22）
。
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図表６．22
項

目

主な地域社会・地域経済への影響に関する意見・コメント
地域社会・地域経済への影響

研究しているセンサ

第一次、第三次産業の生産性向上に結び付けば、地域の社会経
済に資すると考えられる。一方で単なる人件費削減にしか結び
つかないのであればマイナスの影響がある（山口県、大学）
中国地域では、中小企業の製造が盛んであったが、コストの
問題でかなり消えた。これからはコストだけでなく、アイデ
アで利用者の負担を減らすことが注目されているので、医療、
福祉、自動車等の流通工場の製造分野でセンサの利活用の可
能性が大きくなると思われる（広島県、大学）
労働者人口が減るなか、農工生産の質と量の確保・向上に利
用することが地域経済にとって重要（山口県、大学）
中国地区の産業クラスターは機械であるので家電、情報機器
よりも中・大型機械のスマート化に特化できれば、他の地域
との差別化ができる（岡山県、高等専門学校）
本当に「当たる・儲かる」技術なのかどうかは現在ではわから
ないが、早い者勝ちの世界のため、国、地域、などは一刻も早
くセンサ関連技術に取組む必要がある（広島県、大学）
商品の実用化には不可欠なのがセンサ。メカトロニックスの
言葉は定着化しているが、現場のニーズに正面から取組むと
センサ技術の重要性が再認識させられる（広島県、高等専門
学校）
新たな製造業と雇用確保が可能（島根県、大学）
センサ原理の新たな開発はむずかしいかもしれないが、利活用
は多いに可能性がある（フィールドも大きい）（岡山県、大学）
現在入手可能なものを活用する方向と、バイオセンサのよう
な新しい分野を開発する方向があるが、後者の方が利益が大
きくインパクトも大きい。長期的な投資を望みたい（広島県、
大学）

温度センサ
化学・バイオセンサ
その他のセンサ

産業振興

産業
高度化

新産業
創出

光学センサ
温度センサ
慣性力センサ 等
圧力センサ
―
位置センサ
その他のセンサ
光学センサ
温度センサ
圧力センサ 等
化学・バイオセンサ
光学センサ
位置センサ
温度センサ

地域活性化

地域戦略
・
地域社会

過疎化が進む地域は着実に拡大しており、これらの地域での
防犯・防災など安全を確保するためにもセンサの利活用は必
要不可欠である（鳥取県、大学）
人々の暮らしの中で大きな安心感につながる（岡山県、大学）
センサのみでなく、トータルのシステムとしての設計ができ
れば、少子高齢化が急速に進む地域には貢献できる（山口県、
大学）
過疎地域での防犯・防災など安全を確保するためにもセンサ
の利活用は必要不可欠である（鳥取県、大学）
センサの利活用は非常に重要であるが、対象技術が非常に広
範にわたるため、特定の地域・社会の特性に根ざしたものに
限定し難いのではないか。シーズやニーズを育む仕組み、情
報交換を行う機会を提供し続けることも意義がある（広島県、
大学）
生活を豊かにするような応用の創出（岡山県、大学）
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図表６．22 主な地域社会・地域経済への影響に関する意見・コメント（続き）
項

目

地域社会・地域経済への影響

研究しているセンサ

アプリケーション

医療・
福祉

ｲﾝﾌﾗ・
社会基盤

農業

その他

内視鏡 診断 治療の向上（岡山県、大学）
―
地域社会への貢献として、GPS 利用普及により、認知症やペッ
ト不明、動物保護への対応が進むことが考えられる（岡山県、
―
高等専門学校）
高齢者の見守りにセンサの利活用が必要、つまり、地域社会・
地域経済を活性化するためにもセンサの利活用は不可欠であ
―
る（山口県、高等専門学校）
人口減、技術者減の中で ICT・AI 技術と組み合わせた社会機
慣性力センサ
能維持が期待される（鳥取県、大学）
土壌中の水分量が測れるセンサができると、土砂災害予測な
どに利用可能となる可能性があり、地域社会に貢献できる（広
―
島県、大学）
インフラの維持管理の効率化、省力化により、経費を削減で
きる。またロボットによる修復等の自動化ができれば、社会
―
システムの安全、安心を確保できる（広島県、大学）
農業における見える化、定量化にセンサは欠かせない。（鳥
―
取県、大学）
高齢化、過疎化が進む地方、山間部での生活や、農業、林業
を支援するシステムの実現としてセンサは重要になると思わ
―
れる。異常気象などによる災害対策は中国地域にかかわらず
今後ますます重要になると思われる（広島県、大学）
センサのアート分野への利用拡大も期待でき、地域経済への
―
インパクトは大きい（山口県、高等専門学校）
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６．２．製造業アンケート調査
【調査結果の要約】
○センサ使用等の有無
・自社でセンサを作製・製造、または自社の製品にセンサを組込んでいる企業は約
50.0％。
・業種別では「電気機械」（63.6％）、「一般機械」（54.4％）が平均を上回った一方、
「輸送用機械」は 33.3％と全体平均を下回っている。
○センサの使用方法等
・センサの使用等の方法を業種別でみると、
「デバイス作製側」は「電気機械」
（55.6％）
に、「利用者側」は「一般機械」（50.7％）に多い。
○使用等しているセンサの種類
・中国地域内において使用等されているセンサの種類は、
「位置センサ」が 68.4％で
最も多く、次いで「光学センサ」
（67.1％）、
「圧力センサ」
（58.2％）となっている。
○センサに関連した取組み
・センサに関連した取組みでは新規製品・サービスの提供（32.1％）より、既存分野
の高付加価値化（53.8％）に取組んでいる傾向がみられる。
○今後のセンサの数量
・自社の取扱製品における今後のセンサの数量は、74.3％が「増加する」と回答し、
「減少する」とした企業は 1.3％とごく僅かであった。増加要因としては IoT・自
動化・省力化の進展、顧客ニーズへの対応等があげられている。
○センサに求める機能・性能、課題
・センサに求める機能・性能、課題では、
「低価格化」が 50.3％で最も多く、次いで
「高精度化」
（41.4％）
、
「小型化」
（29.9％）となっている。現状の技術的トレンド
の加速度的な進展が求められている。
○効果的な支援策
・センサの使用・製造にあたっての効果的な支援策では、
「情報提供」が 51.0％と最
も多く、次いで「設備投資支援」
（33.1％）、
「技術開発支援」
（26.8％）となってい
る。
○センサ活用の有望分野
・センサ利活用の有望分野では、「自動車・物流・交通」、「工場等における産業用機
械」（同 55.1％）
、
「医療・介護・ヘルスケア」（44.9％）が上位となっている。

- 181 -

中国地域アンケート調査（②製造業）

６．２．１．調査の概要
ａ．調査の目的
本調査は中国地域の製造業における、センサ関連の事業・研究開発状況、今後の展
開、有望分野等を把握することを目的とする。
ｂ．対象と方法
本調査対象は中国地域の製造業のうち、「一般機械」、「電気機械」、「輸送用機械」
を営む企業である。具体的には、中国地域に事業所をおく製造業（従業員 16 人以上）
を対象に、帝国データバンクの名簿、公表データから中国地域に生産拠点をおく企業
を基にして抽出し、1,392 社を対象先に選定した。
調査は、調査票を上述の企業に郵送で配布し、郵送またはインターネット回答によ
り回収した。
ｃ．実施概要
調査期間

2017（平成 29）年８月１日～８月 31 日

調査対象数

1,392 件

有効回答数

157 件（有効回答率 11.3％）

ｄ．集計データの見方
（ａ）回答比率
回答比率は、原則としてその設問の回答者数（無回答を除く）を母数として算出し
た。クロス集計に関しては、分類別の回答者数を母数としている。
（ｂ）小数点以下の表記
回答比率は、小数点以下第２位を四捨五入し、百分率（％）で表示している。その
ため、比率の合計が 100％にならないことがある。
（ｃ）業種の表記
電気機械には、
「電子部品・デバイス・電子回路」、
「情報通信機器」を含んでいる。
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６．２．２．調査結果
ａ．回答企業の概要
問１．貴社の概況についてご記入ください。
回答のあった企業の従業員規模は、
「50 人未満」の割合が 48.1％と最も高く、規模
が多くなるにつれて割合は低下している（図表６．23）
。
図表６．23

従業員規模（ｎ=156）

業種別の内訳は「一般機械」の割合が 43.5％と最も高く、
「輸送用機械」の 25.0％、
「電気機械」の 21.2％が続いた（図表６．24）
。
図表６．24

業種内訳（ｎ=156）
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県別の内訳をみると、
「広島県」と「岡山県」で７割強を占めている。その他「鳥
取県」、
「島根県」
、
「山口県」はそれぞれ１割未満であった（図表６．25）
。
図表６．25

県別内訳（ｎ=156）

ｂ．製品へのセンサの利用
問２．貴社の取扱製品にセンサを使用・製造（以下、使用等）していますか。あてはま
るものを１つだけ選んでください。

自社でセンサを作製・製造、または自社の製品にセンサを組込んでいる企業の割合
は 50.0％であった（図表６．26）
。
図表６．26 センサ使用等の有無（ｎ=156）
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参考に使用等の有無を県別でみると、相対的に広島県が高く、山口県が低い結果と
なっている。その他の３県は中位でほぼ同等の比率となっている（図表６．27）
。
（参考）図表６．27 センサ使用等の有無・県別（ｎ=156）

センサを使用・製造している

センサを使用・製造していない

わからない

従業員別でみると、300 人以上が 70.6％と最も多く、次に 100～299 人（59.3％）
となっている。概ね企業規模に比例し、使用等の割合が増加している（図表６．28）
。
図表６．28 センサ使用等の有無・従業員規模別（ｎ=156）

センサを使用・製造している

センサを使用・製造していない
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また、業種別でみると、
「電気機械」（63.6％）、
「一般機械」（54.4％）が全体平均
を上回った一方、
「輸送用機械」は 33.3％と全体平均を下回った（図表６．29）
。
図表６．29

センサ使用等の有無・業種別（ｎ=156）

センサを使用・製造していない

センサを使用・製造している

わからない

ｃ．センサ使用の方法
問３．センサを取扱製品にどのように使用等していますか。あてはまるものを全て選ん
でください。

８割強の企業が「センサを部品等として調達し、機械・装置を製造している（以下、
利用者側）」一方、「センサ自体を作製・製造している（以下、デバイス作製側）」企
業は「両方行っている」を合わせても１割程度であった（図表６．30）
。
なお、その他は「故障したセンサの修理をおこなっている」や「センサの交換をお
こなっている」といった意見であった。
図表６．30

センサ使用等の方法（ｎ＝79）
両方行っている
その他
センサ自体を作製・
製造している

センサを部品等として調達し、
機械・装置を製造している
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センサの使用等の方法を業種別でみると、「デバイス作製側」では「電気機械」
（55.6％）が最も多く、
「利用者側」では「一般機械」
（50.7％）が最も多い（図表６．
31）
。
図表６．31

センサ使用等の方法・業種（ｎ=79、複数回答）

ｄ．使用等しているセンサの種類
問４．製品に使用等（検討しているもの含む）しているセンサの種類について、あては
まるものを全て選んでください。（複数回答）

中国地域内において使用等されているセンサの種類は、
「位置センサ」
（68.4％）が
最も多く、次いで「光学センサ」
（67.1％）、
「圧力センサ」
（58.2％）となっている（図
表６．32）
。
図表６．32

センサの種類（ｎ＝79、複数回答）
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ｅ．センサに関連した取組み
問５．取扱製品におけるセンサに関連した取組み（予定を含む）について、あてはまる
ものを全て選んでください。また、
「センサ関連の取組状況・予定内容」をお差し
支えない範囲でご記入ください。（複数回答）

センサに関連した取組みではセンサの調達・センサ技術の利用による「自社製品・
サービスの高付加価値化」が 53.8％で最も多く、センサの調達・センサ技術の利用
による「新規製品・サービスの提供」（32.1％）より、既存分野の高付加価値化に取
組んでいる傾向がみられた（図表６．33）
。
図表６．33

センサに関連した取組み（ｎ=79、複数回答）

センサの調達・センサ技術の利用による、
自社製品・サービスの高付加価値化
センサの調達・センサ技術の利用による、
新規製品・サービスの提供
センサの性能向上に関連した、研究・
製品開発の検討・実施

その他

センサに関連した取組みは検討・実施して
いない

具体的な取組みは図表６．34 のとおりである。センサの性能向上に関連した「研究・
製品開発の検討・実施」では、大学や公設試との共同研究を行っている事例も多数み
られた。
図表６．34

センサに関連した取組みの具体例

センサの調達・センサ技術の利用による、自社製品・サービスの高付加価値化
一般機械

電気機械

輸送用機械

高温センサを利用した自社製品の高付加価値化（岡山県）
自動化設備の開発（広島県）
センサと画像処理技術のマッチングによる高付加価値化（岡山県）
センサを利用したアプリケーションの開発（広島県）
IoT プラットフォームへの付加価値の高いデータの提供（広島県）
センサ活用による、省力化機器を設計（岡山県）
ビジョンや力覚センサを使用する事で、ロボット活用においてこれまで出来なかった
判断動作が出来るようになった（広島県）

センサの調達・センサ技術の利用による、新規製品・サービスの提供
電気機械

センサを利用したアプリケーションの開発（広島県）
人検知技術のためのセンサを活用した、ロボット農機開発を検討（島根県）

センサの性能向上に関連した、研究・製品開発の検討・実施
一般機械
電気機械

縫製の低難化を目的として、ロボット＋センサ＋ミシン付帯装置の開発（島根県）
大学や公設試験研究機関、社内研究所などと共同研究を実施している（鳥取県）
特許請求中の新技術を用いて自社搬送機に大きな付加価値（広島県）
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ｆ．今後のセンサの数量
問６．取扱製品において使用等するセンサの数量は今後どのようになると思いますか。あ
てはまるものを一つ選んでください。また、「その要因」を差し支えない範囲でご
記入ください。

自社の取扱製品における今後のセンサの数量は、74.3％が「増加する」と回答し、
「減少する」とした企業は 1.3％と僅かであった（図表６．35）
。
図表６．35

今後のセンサの数量（ｎ=78）

業種別では、
「電気機械」
（85.7％）が「増加する」とした比率が最も高い。
「一般機
械」においても「変わらない」 18.9％、
「減る」2.7％、
「輸送用機械」で同 7.7％、0.0％
となっており、各業種とも概ね「増加する」ものと見込まれている（図表６．36）
。
図表６．36

今後のセンサの数量・業種別（ｎ=78）

増加要因をみると、
「自動化」
・
「省力化」、
「IoT」等の進展によりセンサが不可欠な
デバイスとなり、ビックビジネスに繋がるとの意見などがある一方で、一部にはその
影響は限定的との意見もみられた（図表６．37）
。
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図表６．37 センサ増減の要因
センサ増減の要因

増加する

変わらない
減少する

客先要求精度が年々高度化しているため、今後はセンサが必要になる（岡山県、一般
機械 ほか）
個別多品種の自動化、画像センサの利用等が進み、センサがより重要になる（山口県、
一般機械）
省力化が進むと、人間でなくセンサに頼る場面が増加（広島県、一般機械 ほか）
IoT、ＡＩ、ビッグデータの利活用が本格化してくる（島根県、電気機械 ほか）
１点ではなく、複数地点でのセンサ測定が必要となってきている（山口県、一般機械）
センサの種類が増えている（鳥取県、一般機械 ほか）
自動車の増加に加え、産業用ロボット、ウェアラブル等への搭載が増えてくる（広島
県、電子部品・デバイス・電子回路、情報通信機械 ほか）
今後情報のセンシングが大きなビジネスとなる（島根県、電子部品・デバイス、電子
回路、情報通信機械）
労働者不足に対応する為、自動化やロボット化など代替手段として活用される（広島
県、輸送用機械 ほか）
自動化を推進している（岡山県、電子部品・デバイス・電子回路、情報通信機械 ほか）
省人化や安全を考慮した装置が増えるため（広島県、一般機械 ほか）
結局、仕事量に左右される（広島県、輸送用機械）
必要な箇所が限られている（岡山県、一般機械）
必要な部位には全て取り付けている（広島県、一般機械）
受注製品の見通しが無い（広島県、一般機械）

ｇ．センサに求める機能・性能、課題
問７．センサに求める機能や性能、使用・製造しているセンサの課題について、あては
まるものを全て選んでください。また、「具体的な課題、求める機能・性能」を
お差し支えない範囲でご記入ください。（複数回答）

センサに求める機能・性能、課題では、
「低価格化」
（50.3％）で最も多く、次いで
「高精度化」
（41.4％）
、
「小型化」
（29.9％）となっている。現状の主要な技術トレン
ドの加速度的な進展が期待されている一方、新たな機能としての「認識・分析機能（ス
マート化）
」
（20.4％）や環境発電など「省電力化」（14.6％）へのニーズは相対的に
図表６．38

センサに求める機能・性能、課題（ｎ＝157、複数回答）
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低い割合となっている（図表６．38）
。
利用者側を業種別に分けてセンサに求める機能・性能、課題をみると、
「電気機械」
では「小型化」
、
「省電力化」が、
「輸送用機械」では「測定範囲拡大」が、それぞれ
他の業種より高い比率となっている（図表６．39）
。
図表６．39

利用者におけるセンサに求める機能等・業種（ｎ=71、複数回答）

具体的な要求機能・性能としては、
「低価格化」では「使い捨てできる程度の価格」
、
「小型化」では（ウェアラブル機器を想定した）
「違和感なく装着できる小型化」、
「高
精度化」では「外乱や雑音を除去する技術の向上」といったニーズがみられる。
「その他」としては「センサの互換性」や「用途の発掘」、
「耐環境性の向上」等の
ニーズがみられる（図表６．40）
。
図表６．40

センサに求める具体的機能・性能、課題

具体的な機能・性能、課題

測定範囲
拡大

価格が高く、故障する頻度も高い（広島県、一般機械
ほか）
ビジョンカメラ、特に３Ｄは高額で普及帯にない（広
島県、輸送用機械）
使い捨てできる程度の低価格化（島根県、電気機械）
取付けのしやすさ（広島県、一般機械）
顧客から小型化を要望されることが多い
（広島県、電気機械）
違和感なく装着できる小型化（島根県、電気機械）
品質の判別処理能力向上（島根県、電気機械）
測定機能に加え分析、改修が必要（広島県、電気機械）
200℃まで測定可能なセンサ（現在 90℃まで）サーミ
スタ（岡山県、一般機械）

省電力化

長寿命（広島県、輸送用機械）

低価格化

小型化

認識・分析機能
（スマート化）
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（参考）使用センサ
光学センサ、温度センサ、
位置センサほか
光学センサ、温度センサ、磁界セ
ンサほか
化学・バイオセンサ
位置センサ
光学センサ、温度センサ、
圧力センサほか
化学・バイオセンサ
―
慣性力センサ、磁界センサ
温度センサ、磁界センサ、
化学・バイオセンサ
光学センサ、温度センサ、
圧力センサ、位置センサ
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図表６．40

センサに求める具体的機能・性能、課題（続き）

具体的な機能・性能、課題
特に圧力センサにおいて、あいまいな動きに対す
る高精度化が必要（岡山県、一般機械）
真空中での使用（島根県、一般機械）
データログなどの機能を求める（鳥取県、一般機
械）
高精度化

故障しやすい（広島県、輸送用機械）
高分解能（鳥取県、その他）
検知レベルのばらつきが大きい
（広島県、一般機械）
外乱や雑音を除去する技術の向上
（岡山県、電気機械）
メーカを問わない互換性（岡山県、輸送用機械）

その他

用途の発掘（岡山県、電気機械）
耐環境性能の向上（広島県、一般機械 ほか）

（参考）使用センサ
光学センサ、圧力センサ
光学センサ、圧力センサ、
慣性力センサほか
光学センサ、慣性力センサ、
位置センサ、磁界センサほか
光学センサ、圧力センサ、
位置センサ、磁界センサ
圧力センサ
光学センサ、温度センサ、
慣性力センサ、
音・超音波センサほか
温度センサ、慣性力センサ、
位置センサ、化学・バイオセンサほか
光学センサ、温度センサ、
位置センサほか
光学センサ
温度センサ、慣性力センサ、
位置センサ、化学・バイオセンサほか

ｈ．生産現場でのセンサの利用
問８．貴社の生産設備、生産工程等におけるセンサを利用したデータの収集・活用状況を
選んでください。また、使用しているセンサについて分かる範囲でご記入ください。

生産現場でのセンサの利用状況は、
「実施している」企業の割合は「生産設備の動
作に関するデータ収集・制御」が 21.8％でもっとも多く、他のケースの２倍以上で
ある（図表６．41）。
「可能であれば実施したい」企業の割合は、
「生産設備の故障・予知保全」が 34.6％
で最も多く、予知保全のニーズの高さがうかがえる結果となっている。
図表６．41

生産現場でのセンサ利用状況（ｎ=156）
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現時点では「実施している」企業の割合は各項目とも５～20％と高くないものの、
環境等が整えば、各項目において現状の２～５倍程度の企業は実施したいとの意向が
示されている。
それぞれの利用シーンで使用頻度の高いセンサをあげると、
「生産設備の動作に関
するデータの収集・制御」では「位置センサ」（18 先）、「温度センサ」（16 先）が、
「工場内の物流管理」では「位置センサ」
（５先）
、
「光学センサ」
（４先）、
「工場、執
務室の環境データの収集・管理」では「温度センサ」
（10 先）、
「化学・バイオセンサ」
（３先）
、
「生産設備の故障予知・予知保全」では「温度センサ」（７先）、
「圧力セン
サ」
（６先）となっている。現段階において生産現場では、
「温度センサ」
、
「位置セン
サ」、「光学センサ」などが多く導入・活用されている（図表６．42）
。
図表６．42

生産現場で利用されているセンサの種類（複数回答・実数）

光学
温度
圧力
慣性力
位置
磁界
音・超音波
センサ センサ センサ センサ センサ センサ
センサ
生産設備の動作に関する
データ収集・制御
工場内の物流管理
工場、執務室の環境
データの収集・管理
生産設備の
故障予知・予知保全

化学・バイオ
センサ

その他の
センサ

15
4

16
0

14
0

12
1

18
5

10
0

1
0

3
0

2
0

1

10

0

0

0

1

0
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0

4

7

6

5

4

4

1

1

0

ｉ．効果的な支援策
問９．貴社でのセンサの使用・製造にあたっては、どのような支援が効果的と考えます
か。あてはまるものを上位３つまで選んでください。
（複数回答）

センサの使用・製造にあたっての効果的な支援策では、
「情報提供」が 51.0％と最も
多く、次いで「設備投資支援」
（33.1％）
、
「技術開発支援」
（26.8％）となっている（図
表６．43）
。
図表６．43

効果的な支援策（ｎ＝157、複数回答）
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具体的な支援内容は図表６．44 のとおりである。モデルケースの提示や技術面で
の人的サポートに加え、IoT への対応、センサデバイス、ネットワーク数の増加に伴
う費用負担への補助などが期待されている。
図表６．44

具体的な支援策

効果的な支援策
情報提供

設備投資支援

技術開発支援
人材育成・確保支援
産学官連携支援
販路開拓支援
その他

専門家を派遣し、様々な情報を提供して欲しい（広島県、電気機械 ほか）
セミナーや技術研究会を開催してほしい（岡山県、一般機械 ほか）
使用例・具体例などを教えてもらいたい（鳥取県、一般機械 ほか）
新旧設備のネットワーク化（島根県、電気機械）
設備改修資金の援助（広島県、輸送用機械）
設備導入の補助金や優遇税制（山口県、輸送用機械 ほか）
中小企業に対する技術開発支援をどんどん行ってほしい（広島県、一般機械）
高額センサの実用性実証（広島県、輸送用機械）
技術研究会などで最新のセンシング技術を得たい（岡山県、電気機械 ほか）
基礎と応用の教育カリキュラムを用いた人材育成（広島県、輸送用機械）
産学官の情報交換の場を設けてほしい（岡山県、輸送用機械）
自社で対応できない分野の支援または対応できる機関との橋渡しの支援（島根
県、電気機械）
販路コーディネート事業（岡山県、電気機械）
データの分析（島根県、電気機械）

ｊ．中国地域におけるセンサ利活用の有望分野
問 10．貴社での IoT の利活用や IoT の社会的な普及による取引先との関係への影響、地
域経済への影響等についての意見・コメント等がございましたら、ご自由にご記
入ください。（複数回答）

センサ利活用の有望分野では、
「自動車・物流・交通」、「工場等における産業用機
械」（同 55.1％）
、
「医療・介護・ヘルスケア」（44.9％）の順に多かった。自動運転
図表６．45

センサ利活用の有望分野（ｎ=156、複数回答）
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技術や生体センシングなど新たな技術が期待されるとともに、現状では利用の少ない
工場での利用（図表６．41）も期待されている（図表６．45）
。
その他の有望分野としては、環境分野やバイオマス発電があげられた。
ｋ．センサ・センサデータの利活用等に関連した意見・コメント
問 11．センサの利活用・データ分析、研究開発に関連しての意見・コメントがあればご
記入ください。

センサの利活用・データ分析等にする意見・コメントに関しては、
「現状」として
は、センサ利活用への興味は高まっているものの、具体的に何から手をつけていった
らいいか分からないといった状況もうかがえる一方、
「センサの需要が高まっており、
今後に注目している」といった利用者の意見もみられる（図表６．46）
。
「今後の期待」としては、
「情報分析と比較し相対的に進歩の緩やかなデバイスの
性能向上」や「中小企業の実態に即した支援」、
「国主導の施策」といった行政の施策
に関する意見もみられる。
図表６．46

センサ・センサデータの利活用等に関連した意見・コメント
自 由 回 答
現 状 ・ 課 題

地域中小企業には知識、経験が少なすぎる（岡山県、輸送用機械）
あらゆる分野においてセンシングが利用されており、今後は更に有効利用を行いたい（岡山県、電気
機械）
IoT、AI がもてはやされる中、現状の生産現場、製品がいかに変わっていくかに大変興味があり、今
後の情報収集は不可欠（岡山県、輸送用機械）
センサ利活用に関しては、費用対効果の検討が必須（広島県、電気機械）
競争分野となるため、自動車などの進んだ分野から他の分野への波及がない（島根県、一般機械）

今 後 の 期 待
日本は先進国の中でも労働生産性が低い。下請け企業は受注をコントロールできないし、資金も潤沢
ではないため課題があっても投資金額は限られる。そのような中、保有資産を活用して生産性をいか
に向上させられるかにある。新しい設備は機能も充実しているが、交換する事など費用的にみて現実
的ではない。老朽設備を改造してネットワークを構築し、生産性を向上させたいが、内部に技術者が
おらず、人材の確保も難しい。そういう中小企業の現状をご理解頂き、アドバイザー派遣、技術サポ
ートや補助金・助成金制度の設備など、企業経営者に寄り添って支援して頂ける様な施策と情報提供
を期待したい（島根県、電気機械）
センサの研究開発は技術とコストに関して背反なところがあり、普及する為の施策が国主導で行われ
る必要がある（広島県、輸送用機械）
センサで感知したものが、誰の目で見てもわかるような仕様の普及を期待する（広島県、輸送用機械）
センサから収集した情報を分析する技術は急速に進化している一方、センサ自身の機能、性能の進化
はそれほど進んでおらず、今後の進化に期待する（広島県、情報通信機器）
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６．３．建設業アンケート調査
【調査結果の要約】
○センサ利活用の有無
・「センサを利活用している」は全体の 58.8％で、そのうち過半数の企業が建設、
維持・管理時にセンサを利活用している。
○センサの利活用対象
・センサの利活用対象は「建物」（70.0％）が最も多く、次いで「橋梁」
（25.0％）
となっている。
○利活用しているセンサの種類
・利用しているセンサの種類をみると、
「光学センサ」
（65.0％）が最も多く、次い
で「温度センサ」
（50.0％）となっている。
○今後のセンサへの興味
・現在センサを利活用していない企業のうち、今後の利活用に興味を示した割合は
7.1％と少数であった。今後も建設・土木分野におけるセンサの利活用は緩やか
な普及に留まることが見込まれる。
○センサに求める機能・性能、課題
・センサに求める機能・性能や課題については、
「低価格化」
（47.1％）が最も多く、
次いで「小型化」
（35.3％）
、
「高精度化」
（32.4％）が続いており、製造業とほぼ
同様の結果となっている。
○効果的な支援策
・効果的な支援策としては、
「情報提供」
（47.1％）が最も多く、次いで「人材育成」
（32.4％）
、
「設備投資支援」
（14.7％）となっている。
・製造業と比較すると、
「人材育成・確保支援」の比率が高い一方、
「設備投資支援」
、
「技術開発支援」の比率が低かった。ハード面よりソフト面（人材）の支援が期
待されている。
○センサ利活用の有望分野
・センサ利活用の有望分野では、
「社会インフラの監視」
（61.8％）が最も多く、次
いで「医療・介護・ヘルスケア」
（44.1％）、
「自動車・物流・交通」
（41.2％）と
なっている。
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６．３．１．調査の概要
ａ．調査の目的
本調査は中国地域の建設業におけるセンサ利活用状況、今後の展開、有望分野等を
把握することを目的とする。
ｂ．対象と方法
本調査対象は建設業のうち「①中国地域に本社のある上場・非上場企業（従業員
65 人以上）」及び、「②全国の上場企業（従業員上位 20 社）」を対象に、帝国データ
バンクの名簿、四季報、公表データから抽出し、246 社を対象先に選定した。
調査は、調査票を上述の企業に郵送で配布し、郵送またはインターネット回答によ
り回収した。
ｃ．実施概要
調査期間

2017（平成 29）年８月１日～８月 31 日

調査対象数

246 件

有効回答数

34 件（有効回答率 13.8％）

ｄ．集計データの見方
（ａ）回答比率
回答比率は、原則としてその設問の回答者数（無回答を除く）を母数として算出し
た。クロス集計に関しては、分類別の回答者数を母数としている。
（ｂ）小数点以下の表記
回答比率は、小数点以下第２位を四捨五入し、百分率（％）で表示している。その
ため、比率の合計が 100％にならないことがある。
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６．３．２．調査結果
ａ．回答企業の概要
問１．貴社の概況についてご記入ください。
回答のあった企業の従業員規模は、「100～299 人」の割合が 44.1％と最も高
く、「99 人未満」（38.3％）と合わせると８割強を占めている（図表６．47）。
図表６．47

従業員規模（ｎ=34）

県別の内訳をみると、「広島県」が 26.5％で最も多く、「岡山県」、「山口県」
（同 20.6％）が続いた（図表６．48）。
図表６．48

県別内訳（ｎ=34）
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ｂ．センサの利活用の有無
問２．建物・構築物等の建設、維持・管理においてセンサを利活用していますか。
あてはまるものを１つだけ選んでください。

「センサを利活用している」は 58.8％で、過半数の企業が建設、維持・管理
においてセンサを利活用している（図表６．49）。
図表６．49

センサ利活用の有無（ｎ=34）

従業員別でみると、300 人以上が 83.3％と最も多く、次いで 50 人～99 人が
61.5％となっている（図表６．50）。
図表６．50

センサ利活用の有無・従業員規模別（ｎ=34）

センサを利活用している

センサを利活用していない
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ｃ．センサ利活用の対象
問３．センサの利活用対象は何ですか。あてはまるものを全て選んでください。
また、
「利活用の具体的内容」をお差し支えない範囲でご記入ください。
（複
数回答）

センサの利活用対象は「建物」
（70.0％）が最も多く、次いで「橋梁」
（25.0％）
となっている（図表６．51）。
図表６．51

センサの利活用対象（ｎ＝20、複数回答）

具体的な利活用方法をみると近年注目、期待されている、インフラ監視関連
のセンサ利用事例は多くない（図表６．52）
図表６．52 具体的な利活用方法
センサ利活用の具体的な内容

使用センサ

光学センサ、温度センサ、
慣性力センサ、位置センサ
光学センサ、温度センサ、
照明用人感センサ、換気扇用温度センサ（岡山県）
位置センサ
光学センサ、温度センサ、
防犯セキリュティー（山口県 ほか）
慣性力センサ、磁界センサ
壁下地センサ（スタッドセンサ） ボックスアッ
磁界センサ、その他のセンサ
ター（金属探知機）（その他の県）
構造物の健全性モニタリングの評価の手段とし
温度センサ、慣性力センサ
てセンサを活用（その他の県）
照明器具に人感センサを使用（島根県 ほか）

建物

光学センサ、温度センサ
位置センサ、磁界センサほか

建物点検（広島県）

※網掛け部分はその内容からインフラ監視関連のセンサ利活用と推定されるもの
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図表６．52 具体的な利活用方法（続き）
センサ利活用の具体的な内容
使用センサ
橋梁
道路

マスコンクリートの水和熱温度履歴の把握（島根
県）
レーザによる、はみ出し禁止（クレーン等）の注
意喚起に利用（島根県）
アグリ事業（島根県）

その他

コンクリート構造物施工事の温度管理（山口県）
信号機点検、標識点検他（広島県）

温度センサ
光学センサ、位置センサ
光学センサ、温度センサ、
その他のセンサ
温度センサ
光学センサ、温度センサ、
位置センサ、磁界センサほ
か

ｄ．利活用しているセンサの種類
問４．利活用しているセンサの種類について、あてはまるものを全て選んでくだ
さい。（複数回答）

利活用しているセンサの種類をみると、
「光学センサ」
（65.0％）が最も多く、
次いで「温度センサ」（50.0％）となっている（図表６．53）。
図表６．53

センサの種類（ｎ＝20、複数回答）

ｅ．今後のセンサ利活用への興味
問５．（センサを利活用していない、わからないを選択された方へ）今後のセンサ
の利活用に興味がありますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。
また、興味のある内容をお差し支えない範囲でご記入ください。

現在センサを利活用していない企業のうち、今後の利活用に興味を示した企
業は 7.1％と少数であった。今後も建設・土木分野におけるセンサの利活用は緩
やかな普及に留まることが見込まれる（図表６．54）。
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図表６．54

今後のセンサ利活用への興味（ｎ=14）

ｆ．センサに求める機能・性能、課題
問６．センサに求める機能や性能、使用・製造しているセンサの課題について、あ
てはまるものを全て選んでください。また、「具体的な課題、求める機能・性
能」をお差し支えない範囲でご記入ください。（複数回答）

センサに求める機能・性能や課題については、「低価格化」（ 47.1％）が最も
多く、次いで「小型化」（35.3％）、「高度化」（32.4％）となっており、製造業
とほぼ同様の結果となっている（図表６．55）。
図表６．55

センサに求める機能・性能、課題（ｎ=34、複数回答）

具体的な内容では、
「低価格になると導入の検討ができる」、
「磁気器具が大き
すぎて支障がある」、「耐久性の向上」といった意見があった（ 図表６．56）。
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図表６．56 センサに求める具体的機能・性能、課題
具体的機能等
使用センサ
低価格化

低価格になると導入の検討が出来る（岡山
県 ほか）

小型化

磁気器具が大きすぎて支障がある（山口県）

その他

耐久性（島根県）
電源（バッテリー）、通信装置を内蔵した
パッケージ化が必要（その他）

―
光学センサ、温度センサ、
慣性力センサ、磁界センサ
温度センサ、圧力センサ
温度センサ、慣性力センサ
温度センサ、慣性力センサ、
位置センサ、磁界センサほか

無線化（その他）

ｇ．効果的な支援策
問７．貴社でのセンサの利活用にあたっては、どのような支援策が効果的と考えま
すか。あてはまるものを上位３つまで選び、具体的な内容をご記入ください。
（複数回答）

効果的な支援策としては、
「情報提供」
（47.1％）が最も多く、次いで「人材育
成・確保支援」
（32.4％）、
「設備投資支援」
（14.7％）となっている（図表６．57）。
図表６．57

効果的な支援策（ｎ＝34、複数回答）

なお、具体的な支援内容に関しては図表６．58 のとおりである。
図表６．58

具体的な支援策

具体的支援策
情報
提供

新しい製品の情報提供、使用方法、活用方法のセミナー、研修会の開催（島根県 ほか）
最新の機器を使用しての講習会（広島県）
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製造業と比較すると、「人材育成・確保支援」が多かった一方、「設備投資支
援」、「技術開発支援」が少なかった。ハード面よりもソフト面の支援が期待さ
れている（図表６．59）。
＜参考＞図表６．59

製造業との比較

ｈ．センサ利活用の有望分野
問８．貴社の事業に限らず、センサ利活用の有望分野はどのような分野と考えま
すか。あてはまるものを全て選んでください。（複数回答）

センサ利活用の有望分野では、「社会インフラの監視」が 61.8％で最も多く、
次いで「医療・介護・ヘルスケア」
（44.1％）、
「自動車・物流・交通」
（41.2％）
となっている。当然ながらビジネスと直接関連する、社会インフラ監視への関
心の高さがうかがえる結果となっている（図表６．60）。
図表６．60

センサ利活用の有望分野（ｎ=34）
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７．ヒアリング調査による中国地域におけるセンサ関連の取組状況
７．１．中国地域ヒアリング調査の概要
７．１．１．ヒアリング先
中国地域におけるセンサ製造企業の動向、トリリオンセンサ・IoT 時代におけるセ
ンサの捉え方、地域におけるセンサ関連の研究開発やアプリケーションの展開等の取
組みを把握するためヒアリング調査を実施した。
訪問先にはアンケート調査回答等を基に、「産」・「学」・「官」の各主体において、
特徴的なセンサ関連の取組みがみられる先を選定した。訪問時期は 2017（平成 29）
年 10～11 月。
内訳は企業 ５先（デバイス分野 ３先、アプリケーション分野 ２先）、研究者 ４
先、行政機関 １先である（図表７．２～図表７．５）。
７．１．２．ヒアリング項目
主なヒアリング項目は以下のとおり（図表７．１）。
図表７．１ 主なヒアリング項目
①企業・組織概要
・（産）事業内容・取扱製品・コア技術
・（学・官）組織概要、地域の状況
②取組内容
・センサ関連の研究開発内容・課題
・今後の展開
③センサ市場・技術動向
・センサの市場動向、日本企業の位置付け
・IoT 進展などにより今後センサに求められる機能・課題
～デバイス面、情報利活用面～
④地域におけるセンサ利活用の展開方策
・センサ利活用の有望分野
・地域におけるセンサ利活用のための方策・進め方
～産学官連携のあり方、求められる支援策・推進体制、人材育成など～
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7.2.10

鳥取県衛生環境研究所（湯梨浜町）

7.2.2 サンエー（三次市）
7.2.3
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7.2.5

ヒロテック（広島市）

7.2.4

シャープ（東広島市）
7.2.7

7.2.9

広島工業大学

大谷教授

7.2.1

7.2.6
7.2.8

デバイス作製（企業）

広島市立大学

研究者

福山大学

新川センサテクノロジ（東広島市）

広島大学

藤本教授

式田教授

アプリケーション（企業）

アンテック（瀬戸内市）

行政機関

香川教授

中国地域ヒアリング調査の概要

図表７．２

図表７．３ 中国地域 企業ヒアリング調査の対応者・日程等
区分
デ
バ
イ
ス
分
野
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
分
野

訪

問

先

所 在 地

取扱製品・サービス

対
執行役員

応

者

訪 問 日

7.2.1

新 川セ ンサテ クノ
ロジ

広島県東広島市

回転機械状態監視システム、産業用
応用センサ

開発・技術本部 副本部長
榎木 茂実

7.2.2

サンエー

広島県三次市

尿素水識別センサ、燃料識別センサ

代表取締役 会長 山岸 喜代志
執行役員 総務・人事統括部長 西川 信介

10 月 31 日（火）

7.2.3

アンテック

岡山県瀬戸内市

陶芸用電子機器、紫外線応用機器

代表取締役

10 月 27 日（金）

7.2.4

シャープ
IoT 通信事業本部

広島県東広島市

スマートフォン、コミュニケーション
ロボット（ロボホン）等のモバイル機
器（ファンバンド）、ネットワーク機
器（無線 LAN アクセスポイント、スマ
ートメーター等）、学習用文教ソリュ
ーション（電卓、電子辞書）など

パーソナル通信事業部
システム開発部長
生産企画部長
事業戦略推進部 参事
主任

7.2.5

ヒロテック

広島市佐伯区

自動車用ドア、マフラー、生産設備、
生産製造

生産技術研究所ロボティクス研究室
/IoT 研究室 室長 冨永 誠
係長
国枝 潤

末石

健二

野口
緒賀
三木
千歳

幹史
哲也
隆太朗
幸子

11 月 27 日（月）

11 月６日（月）

11 月 10 日（金）
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図表７．４ 中国地域 研究者ヒアリング調査の対応者・日程等
区分

7.2.6
7.2.7

7.2.9

織

役

広島大学 大学院工学研究科
機械システム・応用力学部門
福山大学 大学院工学研究科
電子・電気工学 専攻
広島市立大学 情報科学研究科
医用情報学専攻
広島工業大学 大学院工学研究科
情報システム科学専攻

職

対

応

者

研

究

分 野

訪 問 日

センサ工学、圧電材料、福祉・運動用計測技術、構造信頼
性工学、構造モニタリング、金属疲労、溶接強度
光応用技術、電子機器の電磁波問題（EMC）、マイクロマシ
ーン、マン－マシンインターフェース

教授

藤本

由紀夫

11 月６日（月）

教授

香川

直己

教授

式田

光宏

情報工学・電気電子工学・機械工学を融合したメカトロ
ニクス技術と、その医療応用

10 月 26 日（木）

教授

大谷

幸三

計測工学、センサ工学

11 月２日（木）

11 月７日（火）

図表７．５ 中国地域 行政ヒアリング調査の対応者・日程等
区分

7.2.10

訪

問

先

鳥取県衛生環境研究所

所 在 地
鳥取県湯梨浜町

業

務

内

容

衛生・環境分野における調査研究、試験
検査、研修指導、情報収集・提供

対

応

水環境対策チーム長
研究員
研究員

者
森 明寛
盛山 哲郎
前田 晃宏

訪 問 日
11 月 20 日（月）

中国地域ヒアリング調査の概要

7.2.8

組

中国地域ヒアリング調査：①新川センサテクノロジ

７．２．中国地域ヒアリング調査の結果
７．２．１．新川センサテクノロジ株式会社
訪 問 日
対 応 者
本社所在地
資 本 金
従業員数
主な生産品目

2017（平成 29）年 11 月 27 日（月）
執行役員 開発・技術本部 副本部長 榎木
広島県東広島市吉川工業団地 4-22
50,000 千円
153 名〔2017（平成 29）年 4 月 1 日時点〕
回転機械状態監視システムの設計・製造
産業用応用変位・振動計の設計・製造

ａ．企業概要

茂実

図表７．６

外観

新川センサテクノロジは、計測・制御にお
けるセンシング技術の研究開発・製造を行う
メーカであり、国内外のプラント、交通シス
テム、社会インフラ等へ先進のセンシングシ
ステムを提供している。
親会社である新川電機は、1927（昭和 2）

資料：新川電機

ホームページ

年に新川浪登商店として発足し、当初は電子
機器の代理店であった。1951（昭和 26）年に現在の新川電機に改称後、1977（昭
和 52）年に「回転機械振動測定用センサ」RIVERNEW（変位／振動センサ）を開
発したことが契機となり、センサデバイスの製造を本格開始した。
その後、タービン監視計器（TSI：Turbine Supervisory Instrument）の開発等
による製造部門の拡大を踏まえ、1994（平成 6）年に役割・企業イメージの明確
化のため、製造部門を新川センサテクノロジとして独立させた（図表７．６）。
同社は新川電機時代を含め、40 年培ってきた振動センサに関するノウハウ等
を有し、今日まで高耐久、高精度の製品を提供している。
新川電機グループは広島・東京の各本社のほか、国内各地に事業所を設ける
とともに、米国、中国、マレーシアなど海外展開を行っている。
ｂ．センサ関連の事業内容（製品・サービス）
（ａ）回転機械状態監視システム
同社事業の大きな柱として、大型タービンから小型汎用回転機まであらゆる
回転機械の振動計測、解析・診断等のプラントの保守・保全に関わる製品・サ
ービスを研究開発・製造している。
豊富な種類で幅広い用途に対応できるセンサにより振動・回転・位相等の情
報を検知し、状態監視モニタや振動解析・診断システムにて監視、解析をして
いる。
以上のセンサ・状態監視モニタは主に国内外の発電プラントをはじめ 、国内
外の石油精製プラント、石油化学プラントのタービン、コンプレッサ、発電機
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等の状態監視に使用されており、タービン監視計器の分野においては国内市場
のトップシェアである。
（ｂ）産業用応用センサ

図表７．７

特殊用途センサ

同社のもう一つの柱である渦電流方式変位・
振動計は非接触で計測できる点や、優れた温度
特性、長期安定性、耐環境性を有しており、生
産設備の監視、製品の品質管理から実験・研究
用まで、幅広く使用されている（図表７．７）。
具体的には新幹線の検査車両、ロケットエン
ジン、原子力発電、半導体製造などに利用され
ている。例えば、新幹線の検査車両に取付けら

資料：新川ｾﾝｻﾃｸﾉﾛｼﾞ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

れた「地点検知センサ」は計測車の位置を検知するシステムに利用され、さら
に線路内に１km 間隔で取付けられた「電磁式レール変位計」により、レールの
「軌間」や「通り狂い（レール側面の長さ方向の凹凸）」を測定している。
その他にも、リニアモーターカーの浮上量を測定し制御する浮上制御用セン
サ、ロケットエンジンのような過酷な環境〔温度：-253℃、圧力：20MPa〕にも
耐えられる低温高圧対応センサ等がある。
（ｃ）機械状態監視診断技術者（振動）訓練と試験
現在、プラントの「安全」に関するマネ

図表７．８ 振動技術診断セミナー

ジメントへの要求が高まる中、プラント設
備の状態監視・診断におけるグローバルな
資格として、ISO 18436-2 に準拠した「機
械状態監視診断技術者（振動）」が注目され
ている。
同社はこの資格の全カテゴリー（レベル

資料：新川ｾﾝｻﾃｸﾉﾛｼﾞ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Ⅰ～Ⅳの４段階）において、日本機械学会より訓練機関として認定され、
「資格
取得講座」および「認証資格試験」を実施している。また、カテゴリー毎の受
験資格が得られるセミナーを開催し、長年培ってきた振動監視技術の経験やノ
ウハウを活かし、振動診断のスペシャリストを目指す人のサポートを行ってい
る（図表７．８）。
現在、全国にはのべ 4,548 名の資格取得者がいるが、そのうち同社からの資
格取得者は 1,235 名である。
（ｄ）振動解析診断サービス
プラント設備におけるトラブルの４割は回転機械から生じる振動に起因する
と言われるが、トラブルに見舞われた際、振動モニタリングだけでは異常原因
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の推定には十分でない場合もある。加えて振幅監視だけでは判断できない機器
異常も存在する。
同社では 2012（平成 24）年より、前述の「機械状態監視診断技術者（振動）」
の資格を有するスペシャリストによる解析診断サービスを提供し、異常兆候が
確認された場合、顧客とともに対策を立案する支援も行っている。また、当該
サービスのリモート監視も検討している。
ただし、解析診断のためにはデータ収集し、特徴量を把握することで異常の
兆候を捉えるというステップを踏むが、情報を外部と共有化することへの抵抗
感が支障となることも少なくない（図表７．９）。
図表７．９

資料：新川センサテクノロジ

状態監視・診断の流れ

ホームページ

ｃ．IoT 進展による影響
（ａ）周辺機器（中小型機器）への展開
同社はこれまで主要機器、重要な補助機器を主なモニタリングの対象として
きた。これまでは主要機器へ情報がボトムアップで集められることによりシス
テム全体を管理していたが、IoT 進展により下位レイヤである周辺機器で迅速に
対応することが可能となり、相対的に重要性の低かった中型周辺機器までセン
シングする動きが広がりつつある。つまり、
“クラウドコンピューティング”に
加えて “エッジコンピューティング”のニーズが増大しつつある。
（ｂ）サービス事業の充実
今後の展開においては自社の CMS（回転機械状態監視システム）に関するノウ
ハウを活かし、センサシステム（センシング技術、ワイヤレスセンサネットワ
ーク、システム技術）に加え、振動解析診断パッケージ、回転機械状態診断サ
ービスも事業拡大を図りたいと考えている。
ｃ．センサ利活用における課題、今後のセンサ等に求められる機能
デバイス面では、一般的には「低価格化」、「低消費電力化」、「小型化」が求
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められている。ただし、ミッションクリティカル 31な機器においては考え方が異
なり、「精度」や「耐久性」が重要となるため、これらとトレードオフの関係と
なりがちな「低価格化」を安易に進めるべきではない。また、小型化について
は、素子自体はいくら小型化しても良いが、 現場・現物・人の条件に合わせた
機器・装置とすることが必要である。
データ面では、AI 利活用等を含め新たなアプリケーション開発が期待される。
IoT により収集される Big Data をベースに AI による設備異常の解析・診断と振
動解析理論との融合を図っていきたい。
現在、デバイス面では、精度等において既に一定のレベルに達しているため、
デバイス自体の技術進化よりも、データ利活用などソフト面での新たな可能性
に注力したほうがよい段階にあるといえる。
ｄ．地域における展開
同社は“Sensing Your Future”をキーワードに地域産業・企業への貢献・サ
ポートを図ってきた。
（ａ）センサ利活用の有望分野
ものづくり設備、物流・運輸に加え、特に社会インフラが有望分野である。
ただし、社会インフラにおいては、他分野と比較しデータ蓄積が進展しておら
ず新規の取組みになるといったことや、インフラにセンサを後付けする ことは
困難であるため、主に新設のものにしか対応できないといった課題がある。
（ｂ）求められる支援策・推進体制
ア．産学官・産産連携
産学官連携においては、これまでも大学との共同研究を積極的に推進してき
たが、これまでの経験を踏まえると、「①データ所有権の明確化」、
「②セキュリ
ティ問題」等データ所有権等に関連しての法令・規約整備、
「③生産設備所有機
関との人材交流」が課題となってくる。
産産連携では、企業同士が有益なデータを相互提供したり、共同でフィール
ド実証を行うことも有効なものと考える。
イ．支援策・推進体制
（ア）公的所有データの有効活用のための周知
公的機関が公表しているデータは有益であるが、広く知られていない場合も
ある。企業が有効活用できるよう、どのようなデータがどこにあるのか更なる
周知を図ってもらいたい。

31

業務やサービスの遂行上不可欠なもので、障害や誤作動が許されないもの
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（イ）実用化開発に対する支援とその手続きの簡略化
実用化のための開発に対する支援を充実させるとともに、それらの手続きを
簡略化してもらいたい。現在も有効な支援は多数あるが、その手続きの煩雑さ
により、活用できていない企業がいる可能性もありうる。
（ウ）振動診断士の認知度向上
プラント等において「安全」に対するマネジメントへの要求が高まる中、振
動診断士の重要度の社会的な認知度向上に向けた支援をお願いしたい。
ウ．人材
ICT 進展によりテレワークなど多様な働き方が可能となっている。OB/OG など
の就業機会を増やし、人的資源の有効活用を図ってもらいたい。
同社内ではデータアナリストの養成に努めなければならないため、引き続き
振動診断士の取得を奨励していく。同資格の最難関であるカテゴリーⅣは社内
に３名存在するが〔全国でも 28 名（2016（平成 28）年度まで）〕、この技術力を
途絶えないよう承継していきたいと考えている。
＜本ヒアリングのポイント＞
・回転機械状態監視システム、産業用応用センサが事業の柱。タービン監視
計器の分野においては国内トップシェア
・IoT 進展に伴い「①周辺機器（小型機器）への展開」、「②サービス事業の拡
充」等の事業への影響
・高齢化、技能伝承の困難さを背景に、工場等の安全・安定操業のために相対
的に重要度の低かった機器までセンシングの対象となる
・振動センサ分野ではデバイスを性能向上に加えて、相対的にデータ利活用等
のソフト面での新たな可能性を追求する局面
・
「振動解析診断サービス」ではデータの外部との共有化で企業側に忌避感。デ
ータの所有権等も含め、法令・規約の整備を期待
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７．２．２．株式会社サンエー
訪 問 日
対 応 者
本社所在地
資 本 金
従業員数
主な生産品目

2017（平成 29）年 10 月 31 日（火）
代表取締役 会長 山岸 喜代志
執行役員 総務・人事統括部長 西川 信介
広島県三次市南畑敷町 870-38
250,000 千円〔2017（平成 29）年 11 月 24 日時点〕
122 名〔2017（平成 29）年 4 月 1 日時点〕
尿素水識別センサ、燃料識別センサ

ａ．企業概要
（ａ）事業内容
1969（昭和 44）年に三栄電子製作所として

図表７．10

本社外観

創業し、当初は半導体のアセンブリメーカと
して三菱電機のパワーモジュール、高周波デ
バイス等を請負っていた。その後、自社の半
導体技術を活かし、三井金属鉱業と共同で現
在の主力製品である尿素水識別センサを世界

資料：サンエー

ホームページ

で最初に開発した。尿素 SCR システムのコアデバイスとして、主に国内の大型
トラックやバス向けに供給し、日本発の独自技術としてセンサの検出方法とそ
の製造方法に関する特許を多数有している。
同社製品は国内に競合がなく、海外でも４社しかない。また、その独自技術
は特許により守られている。加えて、サファイア基板に多層の積層を行う薄膜
技術や独自生産設備を有することが同社の強みとなっている（図表７．10）。
（ｂ）製品開発経緯・企業沿革
2003（平成 15）年に尿素水識別センサを中心となって開発したのは現会長の
山岸氏であり、同氏は以前、三井金属鉱業に所属していた。
当時国内では軽油に灯油を混ぜて使用する不正が横行しており、このような不
正防止の国の方針を受け、日本自動車工業会から同氏に相談を持ち掛けたのが開
発の契機となった。この技術開発は画期的なものであり、2004（平成 16）年に日
本が世界に先駆けて行った環境規制、日本発の世界標準へと繋がっている。
サンエー側では同年に三井金属鉱業からの受託生産という形で量産 を開始し
た。リーマンショック時に三井金属鉱業から同事業の事業譲渡を受け、加えて
山岸会長も同社に迎えられた。
以降、薄膜技術や独自生産設備、85 件の関連特許などを背景に業界でトップ
シェアを誇っていたが、株式所有の関係から一部業務運営に支障をきたしたこ
ともあり、ひろしまイノベーション推進機構から全額出資を受けて再スタート
した。その際に半導体事業は譲渡し、センサ事業に特化した業態となる。そし
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て 2015（ 平成 27）年に現親会社であるクリヤマ株式会社が株式を全額引き受け、
現在の体制に至る。
ｂ．取組み内容とセンサ利活用の状況
（ａ）製品内容

図表７．11

ア．尿素水識別センサ

尿素水識別センサ（ボトムインタイプ）

同社の主力製品である
尿素水識別センサは、ト
ラック、建設機械、農業
機械、船舶の尿素 SCR シ
ステムの濃度管理・制御
用のセンサとして用いら

資料：サンエー

ホームページ

れている（図表７．11）。
検出方法は熱式で、媒体の熱伝導率の差を利用し、媒体の違いや濃度の変化
をとらえる。熱の発生部分（ヒーター）と温度計（白金温度センサ）をワンチ
ップ化した薄膜素子を使用し、長期間に安定した性能を保持している。
同社では「温度」を測定対象としているが、他社は特許により同じ方法がと
れないため「超音波」を使用しているケースが多い。「超音波」は測定速度が速
いものの対象物が均質でなくてはならない短所がある一方、
「温度」は対象物の
均質性は必要でなく、小型化しやすく、環境等の影響を受けにくい。
同社の尿素水識別センサは世界で初めて自動車に搭載された実績がある。世界
的にも認知され、米国環境保護庁（EPA）にもレポートを提出してきた。
＜参考＞尿素 SCR システムとは（サンエー ホームページより）
図表７．12 尿素 SCR システム
尿素 SCR システムは、
ディーゼルエンジン車
の排気ガス中に含まれ
る窒素酸化物（NOx）が
アンモニア(NH 3 )と化学
反応することで無害な
窒 素 (N 2)と 水 (H 2O)に 還
元されるという原理を
応用した排出ガス浄化
システムです。SCR は

資料：サンエー

ホームページ

Selective Catalytic Reduction の略であり、日本語で「選択(的)触媒還元」を
意味します。
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尿素 SCR システムは 2004（平成 16)年に実用化され、これを導入した新型ト
ラックが発売されました。これは当時世界一厳しいと言われた日本の 2005（平
成 17）年排出ガス規制を見越しての発売となりました。以降、国外でも排出ガ
ス規制の強化に伴い尿素 SCR システムは大型車のディーゼルエンジンに組込ま
れてきました。
イ．燃料識別センサ
図表７．13

燃料識別センサは、ト

燃料識別センサ

ラックや建設機械、発電
機等で使用されている
燃料の品質や、バイオデ
ィーゼルの有無・比較を
常時モニタリングする
ものである（図表７．13）。

資料：サンエー

ホームページ

検出方法が熱式であるため、燃料油の変化を受けず、媒体の「熱伝達率」と
「動粘度」を同時に測定することで、燃料油の検出とバイオディーゼルの混合
率を一つのセンサで検知することができる。
尿素水識別センサ同様、熱の発生部（ヒーター）と温度計（白金温度センサ）
をワンチップ化した薄膜素子を使用しており、長期的 に安定した性能を保持し
ている。近年では、環境保護や省エネ対策での引合いが増えている。
（ｂ）業界における近年のトレンド
ア．市場動向
同業界の需要は規制状況により大きく左右される。そのような中、 2015（平
成 27）年のフォルクスワーゲン社が米国における窒素酸化物（NOx）規制を回避
するため行っていた不正が発覚した。これがきっかけとなった欧州の RDE 32を基
に、日本でも走行テストが義務化されるなど規制が強化されるため、一般の乗
用車にも尿素 SCR システムが導入されることになる。このため尿素水識別セン
サの需要は現在の５～10 倍まで増加すると見込まれている。
同業他社ではこれらの需要増加に備え設備増強等を行っているが、長期的に
は規制緩和リスクもあるため、同社としては 慎重に規模拡大を図っていく方針
である。ただし、市場拡大期において一定のシェアの維持は必要であるため、
３年前から生産自動化等の生産効率化により対応している。

32

Real Driving Emission：欧州の排ガス規制 EURO6 において導入された実路走行試験
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イ．技術動向
以上のような市場拡大期を迎え、普及のための価格低下が見込まれるため、
低価格化への対応が必要となる。また、近年では尿素水識別センサに対しレベ
ルセンサ機能も加えたハイブリット化を行っているが、このような多機能化が
今後も進展していくであろう。加えて、精度の面でも高精度化が求められる。
一方で、同業界においてはトラック→建設機械→農業用機械→乗用車・船舶と
導入が進められており、今回の市場拡大以降は成熟期を迎えることが予測される。
そのため、技術面では革新的なイノベーションは、先ほどの低価格化の進展等も
あり、「費用 対 効果」などの観点から漸次的なものにとどまると考えている。
ｃ．地域における展開
（ａ）今後の展開と課題
家電分野、社会インフラをはじめ有望分野は多々あるが、同社としては現在の
自動車関連に加え、可能であれば医療分野等、他分野にも参入できないものかと
考えている。
技術の基準は「コスト」、「品質」、「技術応用」の３つの軸がある。異分野に
進出する場合でも、この基準の中でウエイトを置いている軸が類似している分
野に進出することが重要と考える。
医療分野は生命を扱う観点から「品質」は絶対基準であり、自動車分野と軸
のウエイトが類似している。当該分野であれば自動車業界に対し高い要求水準
に対応し「品質」を高めてきた同社の知識・ノウハウを効率的に活用すること
ができる。一方で、家電などは「コスト」や「技術応用」が重要視されている
ため、当該分野への進出は生産体制に混乱を招くリスクがある。
一方で医療分野への参入にも課題はある。医療分野における価格帯は、数億
円かかる検査装置がある一方で使捨てできるほどに安価なものが求められるな
ど、極端に二分化されている。中小企業にとっては高価格帯のものを提供する
ほどの企業体力は無く、大企業に価格競争で勝てる見込みも低い。このことが
中小企業が医療機器分野へ参入する際の障壁となっている。
（ｂ）求められる支援策・推進体制
ア．知財ビジネスマッチング
行政は医工連携を推進しているものの、上述の状況から技術力を持つ中小企
業であっても医療分野に参入することは容易ではない 。このような参入障壁を
解消する、または別の切り口で中小企業が参入できるような支援策を講じてほ
しい。
例えば、医療分野に限ったことではないが、大企業に多く埋没している休眠
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特許 33を中小企業に紹介し、中小企業がそれを事業化するといったマッチングを
重点的に行うことが有効である。大企業の新規事業のパイロット事業 的な役割
で中小企業が実装を行うという視点でもいい。現在もファンドにより知財を活用
した企業創業が多く行われているが、それには少し違和感を覚えるケースもある。
大企業と中小企業の両方に所属してきた山岸会長の経験を踏まえると、大企
業の研究開発に対するバックアップ体制と同等のものを構築することは中小企
業に は困 難 であ る一 方 、中 小企 業 にお ける も のづ くり の ガバ ナン ス や従 業員
個々人のノウハウなどは一朝一夕に身につくものではない。同社の強みも半導
体事業時代から大手電機メーカの要求への対応により培われたものづくりに関
するノウハウであるといえる。
以上のように、ものづくりのメカニズムを既に保有している中小企業と大企
業の休眠特許のマッチングにより新事業を創出することが、最も効率的かつ 事
業の成功確率も高い組合せである。
イ．ユーザの声
センサは結局のところ“何を測ることができるか”に尽きるため、何を測り
たいかという着眼点が重要になる。そのような着眼点はデバイスメーカよりも
ユーザの方が気づきやすいため、開発者にユーザの声が届きやすい環境を整え
ることが重要である。
ウ．補助金
同社が補助金を申請しようとする際に、応募条件に合致していてもみなし大
企業とされて補助金を受けられないケースが多々ある。同社は大企業からの出
資を受けているが、前述の企業沿革の通り実体は地域の中小企業である。地域
に技術を根付かせるなら、表面的な線引きではなく、実体に則した基準運用を
期待している。
（ｃ）地域企業の取組み
昨今の日本の方向性をみると、企業・行政も技術 開発を軽視し、どのような
応用アプリケーションを開発するかといった視点となっている。しかし、応用
アプリケーションは技術を突き詰めていった先にあるものであ り、本来は積み
上げた技術を選別することで新たなアプリケーションを検討するべきである。
地域のものづくり企業には自社のコアコンピタンスを活かしながらものづくり
技術を磨いてもらいたい。
そもそも、ものづくり国家である日本がアイデア勝負で GAFA 34などに勝つこと

33
34

企業や国の機関が保有する特許のうち、事業に活用されていな特許
世界的な IT 大企業である Google、Apple、Facebook、Amazon の頭文字
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は困難である。国全体がアイデア勝負に向かうのであれば、中国地域において
はものづくり技術を磨くことで、その技術が将来的に地域の強みとなるのでは
ないか。
＜本ヒアリングのポイント＞
・世界で初めて尿素水識別センサを開発。日本が世界に先駆けた環境規制およ
び日本発の世界標準となる。合せて積極的な特許戦略も展開
・尿素水識別センサ市場は NO x 規制強化等により５～10 倍規模となる有望市場
・技術の基準は「品質」・「コスト」・「技術応用」の３軸で考え、異分野参入の
際には自社の重点軸が類似する分野を目指すべき
・大企業の休眠特許の中小企業での活用を円滑に行うことにより、それぞれの
強みを生かした効率的かつ成功確率の高い事業が可能に
・今日のトレンドである応用アプリケーション指向よりも、ものづくり技術を
磨くことこそが中国地域の強みを生む
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７．２．３．株式会社アンテック
訪
対
訪
資

問
応
問
本

日
者
先
金

主な事業内容

2017（平成 29）年 10 月 27 日（金）
代表取締役 末石 健二
岡山県瀬戸内市邑久町豆田 116-3
15,000 千円
陶芸用電子機器、紫外線応用機器の
開発・製造・販売

ａ．陶芸関連
末石氏は大学卒業後、オージー技研（岡山市の医療機器メーカ）に勤務。独
立後、㈱ケンウッドと技術契約を結び、アンテックとして業務を開始した。同
時期に知人の紹介もあり、夜間に、地元 備前焼の窯焚の炎の守を行っていた。
備前焼の窯焚は年２回の一大イベントであり、温度管理の失敗が 許されない
重要な作業であるとともに、ガスボンベ等を使用するため、時折爆発するなど
危険な作業でもあった。そこで、実体験をもとにこれらの作業を自動化できる
よう支援装置を開発した。
この装置は学習機能を搭載し、窯内の温度を１時間設定すれば、必要な カロ
リ計算を行い、投入すべき薪の数量を示すとともに、居眠り等により投入がな
ければ警告を発してくれるものである。
また、以上のような温度センサを活用した窯焚支援装置に加え、センサ部分に
紫外線センサを活用することにより不用意な“火消え”に対しガス・油などの燃
料を自動的に停止可能な炎検出方式による燃料自動停止装置も開発した。
これらの装置は備前焼の窯元に広く普及し、窯焚作業の負担軽減や安全性向
上に大きく寄与している。
ｂ．紫外線センサ関連

図表７．14

紫外線センサ関連商品（一部）

（ａ）紫外線センサの特徴
紫外線センサが他の方式より優れて
いる点は炎の出すわずかな紫外線に反
応し、早期に検知可能なことである。例
えば、同社の紫外線センサは設置場所か
ら５ｍ離れているわずか２㎝ほどのラ
イタの火に反応し、火災に繋がる恐れの
ある小さな種火を見つける事ができる。
現在、家庭等で広く普及している火災報知器は温度センサや煙センサである
が、温度センサは発火箇所の温度が上がってからの検知であり、煙センサは空
間内に煙が立ち込めてからの検知である。いずれも火災発生済みを知らせるセ
ンサであり、早期発見という点ではその優劣は明らかである。
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ただし、以前大手企業がセキュリティ用途において紫外線センサにより参入
したが、誤作動が多く、当該市場では低い評価となっているという残念な状況
にある。
また、同じ光学センサである赤外線センサでは、炎は同じく赤外線を発する
が、人間等も含め生物が全て赤外線を発するため、生物由来のものと区別が困
難という難点がある。
（ｂ）紫外線センサ事業の概要
同社の紫外線センサ製品は浜松ホトニクスの光電管素子を使用し、同社独自
の回路、指向性、太陽光との区分等に関連したノウハウを加味することにより、
特に屋外における高い応答性を確保している。
紫外線(UV)は波長が可視光に近い（＝波長が長い）順番で UVA、UVB、UVC に
分かれる。日焼け、しわ・たるみの原因にもなる UVA、シミ、皮膚がんを引き起
こす UVB は女性による UV モニタリング等が期待される分野であるが、センサ自
体は既に低価格・汎用品化している。これに対し同社が検出対象としている UVC
を対象とした紫外線センサは産業用需要を中心に新たなアプリケーションの発
掘が期待されている分野である。
（ｃ）具体的なアプリケーション
同社は窯焚支援装置等での技術蓄積をベースに紫外線センサの様々なアプリ
ケーションへの展開を図っている。
手始めに仏壇用火災センサとして、ロウソクや線香の火が周囲に延焼した場
合、ブザー音で知らせる装置を開発した。以降、例えば、重機、半導体製造装
置における使用、前者はバイオマス材料（ウッドチップ等）の運搬時の自然発
火、後者はプラズマ照射時における発火への対応が挙げられる。その他にも製
鉄工場の配電設備の保守、送電線無人巡視ヘリコプターによる送電線の劣化診
断、クリーンセンター（ごみ焼却場）の自然発火、世界的なテーマパークでも
屋外アトラクション用のガス管理等で使用されている。
同社のセンサは一般的に火災事故として公表されていないものの、その発生
頻度や影響度の高い分野で幅広く利用されている。同社センサの屋外環境にお
ける応答性等が高く評価されてのことである。
また、製品の付加価値を高めるためセンサを活用する取組みもみられる。例
えば、LED 蛍光灯に紫外線センサを内蔵し、LED 蛍光灯の内 20～30 本に１本の
割合で取付けることで、事務所や商業施設の ECO＋防火対策が可能となる。LED
蛍光灯は価格低下傾向にあり、ECO だけでは消費者への訴求力が低下していたが、
防火という新たな機能を付加することにより訴求力を高めようという取組みで
ある。
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さらに、建材大手メーカと手摺に紫外線センサを内蔵し、防災用途での製品
開発の取組みも行っている。これも比較的模倣が容易な分野において真似をさ
れない新たな価値を付加する試みである。建材大手メーカの手摺が国内 2,000km
あるとすれば、数％が置換わるだけでビッグビジネスになる。
ｃ．ビジネスモデル
同社は高い技術力を有するものの、単独で新たな市場を開拓することは困難
であるため、大手メーカとのアライアンス戦略をとっている。具体的にはコア
な部材供給とともに同社の技術・ノウハウを“製造権”という形で売却し、パ
ートナー企業において製品化につなげている。
この“製造権”とは懐妊期間の長い技術開発投資を回収し、運転資金を手当
てする性質を持つものである。同社は国内の場合 １業種＝１社、海外の場合 １
か国＝１社との契約を締結することとしている。
最近ではアジアでの展開も期待している。日本では家庭用火災センサでは 温
度センサ、煙センサが主流となってしまったが、まだ、規格の定まっていない
国もあり、性能の優れた紫外線センサが一足飛びに採用されればビジネスチャ
ンスになると考えている。ただし、現在は浜松ホトニクスの素子を使用してい
るため、価格面で大幅な量産効果を期待できないことがネックとなる可能性が
ある。
ｄ．ダイヤモンド半導体センサ
（ａ）ダイヤモンド半導体センサの特徴

図表７．15 ダイヤモンド半導体センサ

同社は究極の紫外線センサとしてダ
イヤモンド半導体センサを用いた製品
開発に取組んでいる。ダイヤモンドは資
源の少ない我が国にとってはプラズマ
CVD により合成できる有望な材料である
とともに、また作製された素子は従来の
ものと比較し、「小型化」、「省電力」、
「耐熱（550℃）」、「耐衝撃」等にお
いて優れた特性を有している。
この研究開発は 2000 年台半ばから国
立研究開発法人 物質・材料研究機構 物質研究所（以下「NIMS」） スーパーダ
イヤモンドグループ 理事 小出 靖男 氏と共同で取組んでおり、素子開発を小
出氏が担い、製品開発を同社が担ってきた。
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（ｂ）今後の展開
具体的なアプリケーションとしては「オゾン層の測定」や「宇宙空間におけ
る紫外線発電」が考えられる。同社の紫外線センサは UVC を測定するため、セ
ンサを上空に向ければオゾン層破壊（オゾンホール）の状況を測定できる。こ
の場合、単に装置を販売するだけでなく、各都市に自らセンサを設置すること
により、（病院の設置等にあたっての）危険個所のデータ販売というビジネス
モデルも考えられる。
「宇宙空間における紫外線発電」に関しては、JAXA 等が 2020～2030 年の商用
化に向け宇宙における太陽光発電に取組んでいるが、宇宙空間でも高い耐久性
を有するダイヤモンド半導体を用いることにより効率的な発電（4km 2 で原子力
発電所１基分程度）を継続的に行うことが可能となる。
さらに、もう少し足下の用途としては、放射線環境でも特性劣化の少ないダ
イヤモンド半導体を「放射線センサ」として使用することにより、現在、原子
力発電所の廃炉作業において１年毎に取替えているセンサを、作業期間中に取
替えることなく継続使用することができる。加えて、光起電力効果を用いた自
立電源による動作も期待される。
ｅ．地域におけるセンサ利活用について
（ａ）産学官連携について
NIMS との共同開発は産学連携を特別に意識して取組んできたわけで はない。
NIMS からはダイヤモンド半導体の用途として大手メーカにも声掛けがされてい
た筈ではあるが、具体的な動きを見せたのは同社だけであった。
そういう意味では中小メーカとして大手メーカにはない機動力や（紫外線セ
ンサといった）限られた分野での強みを有していることが共同開発につながっ
ていると考えている。
（ｂ）求められる支援策・推進体制
厳しい意見になるが、現在の支援施策は本当に必要な企業に対し、必要な時
期（特に新規市場開拓時）に支援が施される制度・体制になっているか疑問を
有している。また、IT 企業と比較し、設備・装置の必要なものづくり企業への
支援は手厚くなされるべきであると考える。
さらに、陶芸用装置の補助申請した際には、支援側に地域の伝統産業を取巻
く実情に対する理解や伝統産業の在り方に対するビジョンが不足していると感
じた。そのような点を含め、地域ニーズに即した支援や技術・市場に対する目
利き能力の更なる向上を期待している。
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＜本ヒアリングのポイント＞
・センサ装置開発により地域の備前焼の窯焚作業の負担軽減、安全性向上に
寄与
・蓄積した紫外線センサ技術を展開し、産業用用途を中心に火災等からの「安
全性の確保」と汎用品の「高付加価値化」の二方面からの用途開拓に努め
る。需要の増大する海外展開にも期待
・究極のデバイスであるダイヤモンド半導体を用いた用途を検討中。極限環
境における「高信頼性」、電源等も含めた「長寿命化」を活かした用途と
ともに、装置販売だけでなく（センサを自ら設置した）データビジネスも
視野に入れる
・大手企業にはない機動力や特定の分野における強みを活かした産学連携が
新たな可能性に繋がっている
・現在の支援施策は本当に必要な企業に対し、必要な時期に支援が施される
制度・体制になっているか疑問
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IoT 通信事業本部

７．２．４．シャープ株式会社
訪 問 日
対 応 者
本社所在地
従業員数
主な開発品目

IoT 通信事業本部

2017（平成 29）年 11 月 6 日（月）
パーソナル通信事業部 生産企画部長
緒賀 哲也
システム開発部長 野口 幹史
事業戦略推進部
参事
三木 隆太郎
主任
千歳 幸子
広島県東広島市八本松飯田 2-13-1
1,040 名〔2017（平成 29）年 9 月末時点〕
スマートフォン・携帯電話、モバイル機器、ネットワーク機器、
サービス事業等

ａ．事業本部の概要
図表７．16

（ａ）事業本部の沿革

広島事業所外観

IoT 通信事業本部が拠点を置く広島事業所
（東広島市）は 1967（昭和 42）年にラジオ工
場として竣工された。1973（昭和 48）年に音
響システム事業本部に統合、1991（平成３）
年に通信オーディオ事業本部となり、オーデ
ィオ、携帯電話・PHS、固定電話機、ファクシ

資料：シャープ

説明資料

ミリなどを手がけてきた。
1997（平成 9）年に通信システム事業本部として発足し、携帯電話事業に参入
する。また、近年、同事業本部として IoT に向けた取組みも開始した。
2016（平成 28）年より現在の IoT 通信事業本部として、スマートフォン、IoT
クラウド事業等に取組んでいる（図表７．16）。
（ｂ）組織体制

図表７．17

組織体制

IoT 通信事業本部は、本部直轄部門のほか
に７つの事業体（立ち上げ準備中の「海外事
業統轄部」を含む）から構成されている（図
表７．17）。生産の多くは海外にアウトソーシ
ングしており、センサの調達に関しても世界
市場からの最適調達を図っている。その結果、
センサの内製化比率も照度センサや赤外線セ
ンサ等を中心に 10％程度であり、加速度セン

資料：シャープ

説明資料

サ、ジャイロセンサ、磁気センサ等は既製品を使用している。
主要拠点である広島事業所（東広島市）では、製品開発とアフターサービス
業務を行っている。また、八尾事業所（大阪府）、幕張事業所（千葉県）、奈良
事業所（奈良県大和郡山市）にも一部開発業務の拠点がある。他に、堺事業所
（大阪府）では社内の IT 業務管理、東京の芝浦には営業拠点がある。
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IoT 通信事業部門

スマートフォンを中心に「人に寄り添う新しい体験で人々を笑顔にするブラ
ンド」を組織として志向している。
（ｃ）主な取扱製品

＜参考＞図表７．18

funband(ファンバンド)

IoT 通 信 事 業 本 部 に お け

広島東洋カープの試合情報が分かる腕時計型ウ

る現在の 主力製 品はス マー

ェアラブル端末。スマートフォンにつなげば、試

トフォン で、他 にもコ ミュ

合情報や打席結果、選手交代など試合がうごけば

ニケーシ ョンロ ボット であ
るロボホ ンやフ ァンバ ンド
（図表７ ．18）等のモ バイ
ル機器、無線 LAN アクセス
ポイント やスマ ートメ ータ
ー等のネ ットワ ーク機 器、

振動や LED で知らせてくれる。また、スタジアム
で応援している時は応援量を測定し、応援量に応
じたポイントを選手に投票でき、選手の人気ラン
キング等に反映される。
加速度センサが入ったトリガー型ウェアラブル
端末で、Bluetooth によりスマートフォンと連動さ
せることができる（シャープ

説明資料）。

電卓や電 子辞書 等の学 習用
文教ソリューションがある。
また 、 全 社で の 製 品ラ イ
ンナップ の広さ を活か し付
加価値を 高める ため、 これ
までセンサが搭載されてい
なかった分野において“AI”と“IoT”を融合（「AIoT」）することで、家電など
に心をプラスし単なる道具からパートナーに変えていくサービス「 COCORO＋サ
ービス（図表７．19）」を展開している。

図表７．19

COCORO+サービスのコンセプト

例えば電子レンジにおいて AI が家族
の嗜好や調理履歴からメニューを提案
したり、テレビにおいて視聴した番組
から好みやよく観る番組を学習し、放
送やネットから探して提案することが
可能となっている。
主力製品であるスマートフォンにお
いても「エモパー」が搭載されている。

資料：シャープ

説明資料

このエモパーとは能動的に「話しかけてくる人工知能」で、スマートフォンに
取付けられた各種センサから得られる情報を分析し、環境に応じてスマートフ
ォンから役立つ情報を声で知らせるサービスである。
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ｂ．取組み内容とセンサ利活用の状況
（ａ）IoT 進展等による影響
同社では、「AIoT」と「８Ｋ 35 」を大きな柱とした事業戦略を進めている。そ
のためには、同社が有する様々な技術について事業本部を横断し、集結する必
要がある。つまり、これまでは同事業本部における製品のために磨いてきた技
術が、全社に影響を与えるものとなっている。
また、関連技術の中では生体認証（特に指紋認証）が、最近２年程度の間に
広く普及している印象がある。技術的な面では金融機関や生命が関わるような
分野において更なる精度向上等が求められているものの 、スマートフォンでは
技術面は既に成熟している。現在ではそのような技術を活かし、新たなアプリ
ケーションの発掘という視点で検討する段階にあるといえる。
（ｂ）課題、求められる機能
これから到来する５Ｇ 36や８Ｋ時代に向けて、同社ではスマートフォンを核と
した周辺事業を検討している。ただし、これらを推進する上では通信技術の向
上が不可欠であるとともに、５Ｇ、８Ｋの進展に合わせセンサの小型化・高性
能化も必要となってくる。ただし、デバイス面での進化は顧客ニーズに合致し
たものでなければ意味が無い。
さらに、センシングは常に動作している必要があるため、省電力化が永遠の
テーマとなってくる。省電力化は進展しているものの、小型化・高性能化と異
なり、ゼロになるまで追い求められるものでもある。
ｃ．地域における展開
（ａ）今後の方向性
同社の強みは総合家電メーカとして製品が家庭に浸透していることであり、
今後は新たなセンシング技術の開拓よりも、相対的に家庭内に設置された機器
から収集されたデータの利活用が重要になると考えている。そのため AI 技術が
カギとなり、同社でも人員を増やして対応していく方針である。また、様々な
ハードウェアを横断してデータを融合することができれば、更に効果はべき乗
で高まっていくため、データを蓄積する仕組みも必要となってくる。
（ｂ）地域での取組み体制
産学連携では、地域の大学と共同研究を行っているが、“産”と“学”ではス

35
36

現在放送されているハイビジョン番組の 10 倍もの解像度を持つ超高精細な次世代の映像規格
第５世代移動通信システム：ネットワークシステムの大容量化を、低コスト・低消費電力で実現
し、さらに、10Gbps を超えるような超高速通信やさらなる低遅延化、IoT/IoE の普及等に伴う多
数の端末との接続への対応といった幅広い性能を考慮している。現在は４Ｇが利用されている。
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ピード感が異なり、PLC 37 の短い家電製品などには適さない側面もある。そのた
め、足の長い研究を共同でおこなっている。
また、地域の行政・企業には地域の特徴的な製品やアプリケーションの実用
化に向け実証実験への協力、また声かけを希望する。実証実験の中から地域ニ
ーズを発掘し、特徴的な製品等を全国・世界に展開できれば、地域のグローバ
ル企業として地域貢献できるのではないか。前述のファンバンドは広島の地域
球団である広島東洋カープで取組みを開始したが、現在では福岡ソフトバンク
ホークスや横浜 DeNA ベイスターズへと全国的に広がっている。
（ｃ）求められる人材
同社に限らず、センシングや AI 等の分野においては人材不足が顕著である。
地域で有望な人材が増加し、確保ができれば大変ありがたい。その際、人材に
は以下の２点を求めたい。
①自前主義には限界があるため、同業種だけでなく異業種まで精通、交流
し、新たな価値を生み出せる人材
②市場成熟化に伴い既存の製品戦略は効果が薄れてきているため、チャレ
ンジ精神を持ち新たな分野へ進出するようなイノベーションを起こせる
人材

＜本ヒアリングのポイント＞
・スマートフォン、IoT 関連事業を中心に展開。AI と IoT を融合することで、
家電などに心をプラスし単なる道具からパートナーに変えていくサービス
を行う
・センサデバイス面では５Ｇや８Ｋの進展に合わせた小型化・高性能化さらに
省電力化が求められる
・同社の強みは家庭に浸透した製品であり、これら製品から取得できたデータ
の利活用、特に AI 技術がカギとなる
・実証実験の中から地域ニーズを発掘し、特徴的な製品・サービス等を全国・
世界に展開できれば、地域を拠点としたグローバル企業として地域貢献が可
能に
・新たな連携により、新たなアイデア・価値を生み出せる人材を期待

37

プロダクトライフサイクル：製品の導入期から衰退期までのプロセス。技術革新が頻繁 に起こる
家電分野に関しては特に短いことが指摘されている。
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７．２．５．株式会社ヒロテック
訪 問 日
対 応 者
本社所在地
資 本 金
従業員数
主な生産品目

2017（平成 29）年 11 月 10 日（金）
生産技術研究所 RB/IoT 研究室 室長 冨永 誠
係長 国枝 潤
広島県広島市佐伯区石内南 5-2-1
1 億円
1,782 名〔2017（平成 29）年 4 月 1 日時点〕
自動車部品（ドア、排気系部品）の設計・製作
金型、治具、組立ラインの設計・製作

ａ．企業概要
（ａ）事業内容
ヒ ロ テ ッ ク 社 は自 動 車部 品 の 生 産 工 場と 金

図表７．20 本社外観

型・治具・組立ライン等のツーリング工場を備え
た日本でも数少ないメーカーである。「開発」か
ら「量産」までの一貫生産体制により製品や設備
を供給している（図表７．20）。
また、自社の生産現場における自動化のみなら

資料：ヒロテック ホームページ

ず、ロボットとセンシング技術を活用した技術開発にも注力している。同社が製造業
として蓄積した生産管理ノウハウと自動化技術を活かしたシステムインテグレータ
ー（以下「SIer」
）としても展開しており、他社に無い強みとなっている。
（ｂ）生産技術研究所
これまでも自社生産技術に関する研究開発は行ってきたものの、ここでは足下の問
題を解決する即効性のある成果が求められており、新たな分野にチャレンジしづらい
状況にあった。
そのような中、ヒロテックグループのオンリーワン技術構築のため、「自動車ドア
系」、
「自動車排気システム系」
、
「ツーリング系」、
「ロボット系」、
「情報系」の各領域
の先行技術を研究開発する機関として 2015（平成 27）年に生産技術研究所は設立さ
れた。
「素材」、「接合」、「金型」、「ロボテ

図表７．21 生産技術研究所

ィクス」、「情報技術」の５つの研究室に
おいて、日々のルーチン業務に一定の距離
を置き、グループ会社や大学・研究機関と
連携し、５～10 年先を見据えたテーマの研
究開発を行っている（図表７．21）。
資料：ヒロテック ホームページ
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ｂ．センサに関する取組内容と利活用の状況
（ａ）ロボットシステムの取組み
同社では力覚センサ、レベ

図表７．22

ロボットシステム

ルセンサ、レーザーやカメラ
等の 非接 触ビ ジョ ンセ ンサ
を活 用し たロ ボッ トシ ステ
ムを開発し、また顧客へ提案
している。当初はロボットが
「重いものを運ぶ」や「過酷
な作業」に代替することを目

資料：ヒロテック

ホームページ

的としていたが、現在は「24 時間 365 日無人稼働」実現に向けて、加工から検査
まで全ての作業に対応するべく研究開発を行っている（図表７．22）。
また、世界オンリーワン・ナンバーワンのものづくり技術の確立を目指し、
県内企業を中心に県や各研究機関の支援を受けながら活動する「ひろしま生産
技術の会（以下 HMEA）」にも参加している。HMEA では同様に「24 時間 365 日無
人稼働するスマートファクトリー」を目指しており、2017（平成 29）年 12 月に
東京で開催された国際ロボット展にも共同出展した。
ｂ．課題・求められる機能
（ａ）価格と精度のバランス
センサ自体の用途は多岐に及ぶが、ユーザーが製品・システム導入を実現す
るには「投資 対 効果」が求められる。しかし、現状では低価格品を利用する
と精度が十分確保できない一方、精度を重視するとコストが高くなるため、十
分な「投資 対 効果」が得られない。低価格品の精度向上、もしくは高精度 品
の低価格化を期待する。
もっとも、価格を低下させるためには量産化が不可欠であるが、センサ市場
は細分化されており、そのことが低価格化の実現に向けた大きな課題となって
いる。
（ｂ）インテリジェント化
部品の亀裂・歪は人の目であれば経験則から判別できるが、現在のセンサシ
ステムでは判別することが困難である。センサと AI を組合せることにより、人
間の経験則のように亀裂・歪を把握できるようになればよい。さらに、ビジョ
ンセンサのレンズの経年劣化等によるゆがみをソフトウェアで補正したり、一
つのセンサで複数のデータを測定し分析するようなインテリジェント化も期待
する。センサを多く設置しデータ分析を行うことも可能であるが、その場合は
故障や異常の際にどの部分に問題があるのか判別しづらくなるため、極力少な
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いセンサで対応したいと考えている。
（ｃ）標準化
これまで人に依存する生産を行ってきた顧客が、ロボットシステムを利用す
る場合を想定し、使用方法が簡単に理解できるシステムを構築する必要がある。
しかし、現状はロボットメーカー毎に使用方法が異なるため、他社メーカー
のシステムを導入する度に、教育が必要となる。時間もコストもかかるため、
結果としてユーザーが一つのロボットメーカーに頼らざるを得ない状況に陥っ
ている。この状況はメーカーの目線で見れば囲込戦略として有効かもしれない
が、ロボット自体の低価格化や標準化とは相反する動きであるため、結 果とし
てユーザーへのロボット普及の阻害要因となっている。
顧客目線に立ち、技術革新を後押しするため、ロボットシステムの使用方法
がある程度標準化される必要がある。
ｃ．地域における展開
（ａ）有望分野
センサデバイスからの視点ではなく、アプリケーションに適したセンサが提
供されれば、アプリケーションの普及とともにセンサも必然的に増加するとい
う視点が重要である。
例えば、労働人口が減少する中で「人作業の自動化」に対するニーズは高まっ
ており、SIer としての引合いも増加している。この背景の中でロボットシステム
が普及すれば、そのシステムに組込まれたセンサも自然と普及していく。ここで
は、SIer は顧客のニーズを吸上げ、センサメーカーとの仲介の役割も担う。
また、ロボットシステムのニーズが高まる一方で、その受皿となる SIer の数
が少ないため、ロボットシステムの普及は遅々として進んでいないのが現状で
ある。これは SIer の業務・役割に対する理解不足と、そのことによる収益体質
の脆弱性が大きな原因となっている。そのため同社では、SIer のネットワーク
を組織し、業務量の平準化や SIer 業務に対する認知の向上を図るなど、業界の
経営基盤強化を目指している。
（ｂ）求められる支援策・推進体制
ア．産学官連携
補助金等を活用し大学と共同研究を行うことは多々あるが、この場合、コス
トとスピードが考慮されるケースが多くない。一方、現場ではコストとスピー
ドが重要であるため、コストとスピードを重視した開発支援をしてほしい。
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イ．支援策
現在はハード面が重視され、SIer などソフト面での役割を担うエンジニアは
そのハードに付随したサービスと見なされており、独立した業務として顧客へ
の提案を容易に行える状況にない。特に同社が属する自動車業界は自動車メー
カーのシステム仕様書によるトップダウンでのシステム導入が行われるなど、
SIer 等も含めボトムアップでの導入は受入れ難い風土がある。他業種も含め、
これからソフト面での事業が促進される環境整備の支援をお願いしたい。
また、ユーザー側が新たなアプリケーションを開発しても、ニッチで量が確
保できなければ、デバイスメーカーの協力は得難い。市場規模が小さくても有
望なアプリケーションにおいては、センサメーカーに対し一定のインセンティ
ブを与える仕組みづくりも有効であると考える。
ウ．人材
情報技術の専門性が高くなり、専門分野に特化したベンダーが増加している
ため、ユーザーである現場との意思疎通が年々困難になってきており、この両
者の間に入って意図を伝える“通訳”的な役割を果たすプロジェクトマネジメ
ント人材の育成が期待される。
同社が参加している HMEA では SI 部会、IoT 部会といった分科会があり、各部
会で勉強会や互いの事例紹介を行う等、活発に議論を行っている。同じ目的を
有する事業者が集い、地域で連携して自らのレベルも確認しつつ、切磋琢磨し
ながら成長できていると感じる。一方で、一般的なセミナーなどに参加しても、
業種や目的を広くカバーしようとするため、逆に不要な部分も多い。業種・目
的を特定し、かつ実学を学べる機会が増えることを期待したい。
＜本ヒアリングのポイント＞
・金型生産と部品生産の両方の工場を備え、「開発」から「量産」までの一貫し
た生産体制で製品等を供給。さらにそのノウハウを活かし SIer としても展開
・SIer のネットワークを組織し、業務量平準化や SIer 業務に対する認知の向上
等を図り、経営基盤強化を目指す
・センサデバイスに対しては「価格」と「精度」のトレードオフの解消、インテ
リジェント化を期待
・アプリケーションに適したセンサが提供されれば、アプリケーションの普及に
伴い、センサは必然的に増加。SIer は顧客のニーズを吸上げ、センサメーカ
ーとの仲介の役割を担う
・新たな有望ニッチ市場には、市場規模が小さくてもセンサが供給されるよう、
センサメーカーに対し一定のインセンティブを与える仕組みづくりも有効
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７．２．６．広島大学 大学院工学研究科 教授 藤本 由紀夫
訪 問 日

2017（平成 29）年 11 月６日

訪 問 先

広島県東広島市鏡山１－４－１

ａ．研究・取組内容
（ａ）研究内容
専門分野はセンサ工学、圧電材料、福祉・運動用計測技術、構造信頼性工学、
構造モニタリング、金属疲労、溶接強度等。
主に船舶、航空機、自動車などの輸送機器、環境機器や各種生産設備など、
各種構造物を対象とし、安全性の評価・維持・管理に関する研究開発（構造信
頼性解析、経年劣化構造物の評価および検査・保守計画立案に関する教育研究
等）を実施。
（ｂ）センサ関連
上記の研究開発の一環として機能性材料による各種力学センサの開発を行っ
ている。当初開発したセンサは疲労予知センサであり、それ以降、圧電材料（フ
ィルム）を応用した力学センサとして
・シート型変動荷重センサ（柔軟性・剛性版タイプ）

（図表７．23、24）

・パッドセンサ（図表７．25）
・シート型剪断力センサ（図表７．26）
・曲げセンサ
等の開発を行ってきた。これらのセンサは大学発ベンチャーとして設立した（有）
計測サポートにて製造、販売を行っている。
図表７．23、７．24

シート型変動荷重センサ

（柔軟性・剛性板タイプ）

資料：（有）計測サポート

図表７．25 パッドセンサ 図表７．26 シート型
剪断力センサ

ホームページなど

今まで大学・研究機関 50 箇所、企業 70 社に、のべ 1,000 個の納入実績があ
る。自動車、鉄道、工作機械の衝撃試験等で使用されることが多く、面外に柔
軟性を有するシート型〔シート型変動荷重センサ（柔軟性タイプ）〕であること
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や、小型ではあるが大きな荷重に耐えられること、高速な衝撃力を検出できる
こと（パッドセンサ）等が特徴であり、センサメーカの同様のセンサより性能
が上回ることも確認されている。
センサ市場は細分化されており、特殊用途のニッチ市場を確保できるマーケ
ットでもある。
基本的に受注生産であり、受注～納品まで１か月程度の時間を要する。
（ｃ）大学発ベンチャーの取組み
1995（平成７）年に全国の国立大学に、
「将来のベンチャービジネスに発展す
るような独創的な研究を行うと共に、これからのベンチャービジネスを担う行
動力と能力を持った大学院生を育成する目的」にベンチャー・ビジネス・ラボ
ラトリー（以下「VBL」）が設置されることとなった。
当時の工学部の学部長の推薦もあり VBL 設置への関与・入居を行った。その
流れもあり、2004（平成 16）年 8 月には大学発ベンチャー（有）計測サポート
を設立し、上記センサの製造、販売を行っている。当時設立された大学発ベン
チャーには休眠会社となっているものもあるが、現在、事業継続を行っている
企業のうちの一つである。
ｂ．センサに求められる機能・課題
（ａ）デバイス
IoT 時代を迎え、多数のセンサの使用が見込まれているが、現在の力学センサ
（圧力センサ、触覚センサ等）は一部ひずみゲージ等はあるものの、力学的精
度という観点では不十分なものが多く、本当の意味で人間の五感を再現できて
いない。この分野は開拓の余地は大きく、人間に追いつくには数十年かかると
考えている。
（ｂ）データ
その一方で様々な種類のセンサを配置し、ニューラルネットワーク等の人工
知能によるデータ解析により人間や構造物等の状況・環境を明らかにしていく
という方向性も考えられる。
例えば、少し前に“ポット”の使用状況で高齢者の安否を確認するというシ
ステムがあったが、実際の安否を知るには情報量として不十分であり、複数種
類（温度センサ、圧力センサ、慣性力センサ、位置センサ・・・・・）のセン
サデータを解析することによりその人間の状況を詳細に明らかにしていくこと
が有益である。ここでのアプローチは力学的・物理的原理に基づくものだけで
なく、複数種類の情報の相間関係を AI などで学習して状況を把握するというも
のである。
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現在、構造物の信頼性については、劣化等の進捗度合いは把握できるものの、
実際にいつ倒壊するかという点までは予測はできないが、このようなアプロー
チにより新たな予測手法の確立につながる可能性もあると考えている。
同様のことが地震予知についても言えるかもしれない。研究者の考えたメカ
ニズムによるモデル予測に加えて、一見無関係な情報も含む、自然現象と実際
の生起事象との相関関係を学習することにより予測確度が上がる可能性もある。
ｃ．地域におけるセンサ利活用の展開について
（ａ）センサ利活用の有望分野
実際のセンサの研究開発や製造・販売にあたっては、分野毎の難しさがあった。
土木分野は業界・学会の組織等のヒエラルキーが確立しており、機械等の他
分野からの参入が容易ではない。医療分野は開発のための資金は比較的潤沢で
あるものの、医師からのリクエストが厳しく、技術的な対応が容易ではない。
一方、福祉分野はセンサに関する知識・理解はある程度あるものの、資金面で
厳しい面がある。スポーツ分野はセンサに関する知識・理解が不十分との印象
を受けた。
（ｂ）地域におけるセンサ関連の取組み方策・進め方
ア．地域センサ関連企業の戦略
新規センサを開発した場合、速やかに上市すべきと考える。顧客ニーズに接
することによりセンサ性能や製造技術の向上につながる。
また、地域のセンサメーカに対して自ら（藤本教授）が今まで蓄えた力学セ
ンサに関するノウハウを供与できる機会があればとも考えている。
イ．求められる支援策・推進体制
事業の継続性の観点から補助金等に頼らず事業運営を行うとともに、人的資
源の観点から営業活動もほぼ行わずにやってきた。大学での研究生活との“二
足の草鞋”であり、規模拡大等には限界があると感じてきた。
一方、支援側には補助金等の交付にあたっては、申請書類の文書の“魅力的
な”文言に惑わされることなく真に社会貢献につながるテーマを選定できる 目
利き能力を具備してもらいたい。実際の実験に立会いテーマを選定するような
方法があってもいい。
ウ．求められる人材、人材育成の方法
学生には研究活動での“オリジナリティ”を大切にしつつ、自己の能力が発
揮できる分野を見付けてもらいたい。そのような分野があれば大学での研究活
動に拘泥せず、リスクをとるというスタンスがあってもいい。
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また、現在、研究者の評価にあたっては研究シーズの“事業化”よりも研究
論文を国際的に認められた論文誌（SCI 38 ）で発表することが重視されるが、再
度、“事業化”が重視される時期が来るとも考えている。

＜本ヒアリングのポイント＞
・各種構造物を対象として、安全性の評価・維持・管理に関する研究開発を実施。
その一環として機能性材料による各種力学センサを開発
・大学発ベンチャーとして起業し、センサメーカの既存製品より優れたセンサの
製造・販売も行う
・現在の力学センサ（圧力センサ、触覚センサ等）は、力学的精度という点で は
不十分。人間の五感に追いつくには未だ時間がかかる
・様々な種類のセンサを配置し、人工知能によるデータ解析により人間や構造物
等の状況・環境を明らかにしていくという方向性も一つの流れ
・学生には研究活動での“オリジナリティ”を大切にしつつ、自己の能力が発揮
できる分野を見付けてもらいたい。時にはリスクをとるというスタンスも重要

38

Science Citation Index
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７．２．７．福山大学 大学院工学研究科 教授 香川 直己
訪 問 日

2017（平成 29）年 11 月７日

訪 問 先

広島県福山市学園町１番地三蔵

ａ．研究・取組内容
（ａ）専門分野
専門分野は光応用技術、電子機器の電磁波問題（EMC）、マイクロマシーン、
マン－マシンインターフェース等。
現在、同じスマートシステム学科の研究者と共同で研究開発プロジェクトと
して「小型人工衛星と高機能センサ群を用いたセンサネットワークによる土砂
崩れ予測システム（以下「土砂崩れ予測システム」）」に取組中である。
（ｂ）土砂崩れ予測システム

図表７．27

土砂崩れ予測システム

本プロジェクトは地域に光学セ
ンサを搭載したロボットを複数設
置し、地表付近の大気中メタン濃度
等を測定（レーザ計測）することに
より、土砂崩れの予兆を検出するも
のである。さらに、それぞれのロボ
ットが自律的なプローブ（探査機）
として移動しつつ、これらが光リン
ク機構を用いたアドホックネット

資料：香川教授

ホームページ

ワーク（空間光通信）を構築することにより広域的な予測を目指すもので もあ
る（図表７．27）。
一般的に土砂崩れの予測には地中水分量を測定するが、本プロジェクトでは
メタンガスを測定対象とする。地面下 1m 程度に存在するメタンガスが、地面に
ひび割れが生じた場合、大気中に放出されるという現象を利用しようとするも
のである。メタンの大気中濃度は 1.8ppm 程度であるが、地中では 3ppm 程度に
なることを検査機関の分析を介して確認している。通常、メタンは化学センサ
で測定することが一般的と考えられるが、光学センサによる吸収分光を利用す
るのは非接触・非侵襲、測定方法のバリエーションに期待してのことである。
ネットワークのノードとリンクの双方をプローブとして利用することができ
れば測定範囲・方法も広がり、精度も向上すると考える。また、ノードにドロ
ーンが活用できれば機動性の向上も期待できる。その一方でデバイス関連では
温度制御、排熱交換、回路設計、電源確保、小型・軽量化等の課題のクリアが
求められる。
東北大震災のような大規模な土砂災害の現場では通信インフラが喪失した状
- 236 -

中国地域ヒアリング調査：⑦福山大学

香川教授

況で被災者の捜索、救援が求められるが、本システムによれば地上のネットワ
ークを維持しつつ、空中の中継局（人工衛星）を使い瓦礫下の被災者の呼気検
出による捜索支援やガス漏洩の探知にも利用が可能である。
地域の通信インフラのバックアップ機能を果たしつつ、環境センシングやセン
シングによる災害対応が図れるという点に本システムの意義があると考えている。
災害対応に限らず、容易に立入ることのできない場所等における様々なアプリケ
ーションが可能であるが、現時点では早期の社会的普及の観点から災害対応を対
象としている。
また、本システムはロボティクス、通信、人工衛星、センシング、エネルギ
ー、電子デバイス等の技術を融合したものであるが、本プロジェクトを推進す
ることにより、各分野での要素技術も高度化、他用途への展開ができると考え
ている。
ｂ．IoT 進展などによりセンサに関連して求められる機能・課題
デバイス面では低価格化、小型化、省電力化、高耐久性等が求められるが、
IoT 時代のトレンドとして測定対象に影響を与えない“さりげない（邪魔しない）”
センシングが重要になってくると考えられる。周辺にセンサが多数設置されて
いることを意識することなくデータを取得し、フィードバックして快適な状態
を増進することが求められる。また、そのための人工知能等を用いたデータ解
析技術も発展・活用されていく。以上のような流れの中で“ユビキタス 39”とい
う言葉も再度脚光を浴びると思われる。
“さりげない”という点では、対象物に影響を与えない（非侵襲な）光学セ
ンサはそのアプリケーションの多様性等も含め IoT 時代に適したセンサともい
える。その一方で、“さりげない”＝“気づかれない”ということでプライバシ
ー等も含め悪用されるリスク、セキュリティ上の問題点があることは肝に銘じ
る必要がある。
また、人間が限られた能力であるが故に見落としがちなものに気付かせるこ
とがセンサの大きな役割と捉えれば、デバイスにおけるバイオミメティクス（生
物模倣）も有望技術である。
ｃ．地域におけるセンサ利活用の展開について
（ａ）センサ利活用の有望分野・地域展開
ア．国土管理
有望分野は産業分野での活用もあるが、国土管理、特に山林等の管理におけ
39

それが何であるかを意識させず(見えない)、しかも「いつでも、どこでも、だれでも」が恩恵を
受けることができるインタフェース、環境、技術
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る利活用が有益であると考えている。現在、里山においてイノシシ・鹿の獣害
が発生しているが、これは人の手が入らなくなり管理されなくなったためであ
る。このような状況に対し里山等の状況を広域的なセンシングにより“見える
化”および新たなロボットの導入や土砂崩れ予測システムのロボット の併用等
により放棄地等を資源として捉える発想へと転換する必要がある。
例えば赤外線によるレーザ計測の場合、たとえ樹木に覆われた森林地帯であ
ろうとも、地形がくっきり浮かび上がり、これまで見ることのできなかった土
地の姿を見ることができる技術もある。
また、単に国土管理としての取組みに留まらず、六次産業化等の産業・地域
振興へと繋げることが重要である。このような取組みは瀬戸内海ではある程度
みられるものの、中山間地域では取組みが遅れていると認識している。
イ．地域センサメーカ支援
地域センサメーカ支援という点では、例えば当地 福山市ではシャープが優れ
た光学センサを製造している。このようなセンサの新たなアプリケーションを
地域で検討するという方策も考えられる。
図表７．28

PCR 装置

（ｂ）産学官連携のあり方、求められる支援策
かつて本学生命工学科の研究者、地域企業、および
公設試と共同で高精度・高効率な PCR 40装置を開発した
が（図表７．28）、実際の医療機関等での普及には至
っていない。近年では大学発ベンチャーも盛んに行わ
れているが、大学研究者としては研究活動と事業運営
の両立には限界がある。研究シーズの事業化という点
では販路開拓・営業支援が最も求められる。
資料：香川教授

ホームページ

（ｃ）求められる人材、人材育成
学生には自らの研究分野を集中的に深めながら、将来のマネジメント段階を
見据え少しずつ領域を広げ、人的ネットワークを構築するような活動を行って
もらいたい。ある年代に達すれば研究開発に口出しせず、マネジメントに徹す
る分別が求められる場合もある。
また、最近の学生は「受け身」体質と言われるが、これは初等教育時から“余
計なこと”をしないように教育を受けた結果であり、このような依存体質の学
生に対しては単に「面倒見」を行うのではなく、自律的な思考へと導くことも
教員側には求められる。
さらに、上述のように“さりげない”センシングが進展すれば、悪用される
40

Polymerase chain reaction：ポリメラーゼ連鎖反応。微量の DNA を短時間内に複製する手法
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リスクが高まるとともに、悪用時の社会的影響も甚大となる。よって学生に対
しては工学に関する知識、情報を含めた能力に加え、自らが作ったものが社会
に危害や悪影響を及ぼさないよう、倫理的な判断ができる能力を持たせるため
の倫理教育も不可欠となってくる。即ち、教養教育の質が問われることになる。

＜本ヒアリングのポイント＞
・通信インフラのバックアップ機能と広域的なセンシング機能の両方を有する
「土砂崩れ予測システム」の研究開発に学科全体で取組中
・光学センサは計測方法の多様性や非侵襲性によりポテンシャルの高いデバイス
・IoT 時代のトレンドとして“さりげない”センシングが重要。一方で悪用のリ
スクが高まる。将来の技術者である学生には倫理教育が重要
・有望分野は国土管理。中山間地域を資源の宝庫と捉え、センシングを地域・産
業振興へと発想転換が重要
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７．２．８．広島市立大学 情報科学研究科 教授 式田 光宏
訪 問 日

2017（平成 29）年 10 月 26 日

訪 問 先

広島市安佐南区大塚東 3-4-1

ａ．研究・取組内容
（ａ）研究内容
式田教授は、情報工学・電気電子工学・機械工学を融合したメカトロニクス
技術と、その医療応用に関する研究を行っている。
特に、マイクロ・ナノメートルサイズで機能する MEMS とそれを医用に展開し
た生体極限計測、次世代経皮吸収剤デバイス、ウェアラブルセンサシステムに
関する研究を行っている。また、メカトロニクス技術を医療分野に 組込むこと
で、これまでには無い革新的なヘルスケアシステム（医療用インターフェイス）
を提案し、実用化を目指している。
（ｂ）経歴
MEMS 関連の研究開発が一部の研究機関に限定されていた 1990（平成２）年に
日立製作所に入社し、日立中央研究所・機械研究所の研究員として静電アクチ
ュエータをメインに研究を行う。
図表７．29

1995（平成７）年には名古屋大学工学部に助手と

速度分布

して移り、2014（平成 26）年に広島市立大学に教授
として赴任するまで、名古屋大学にて研究を行った。
名古屋大学赴任当時は MEMS 関連技術の発展の初期
段階であり、主に基盤技術に関連した研究を行って
いた。例えば、微細加工技術として当時主流であっ
たウェットエッチングに対して、エッチング速度の

資料：式田教授

説明資料

結晶方位依存性を明らかにするとともに、それのデータベース化を図った（図
表７．29）。また、MEMS 材料として使われ始めたシリコン材料（脆性材料）に対
して、その機械的特性値を明らかにするための各種計測評価技術を開発した。
2000 年 代 に 入 る と MEMS 研 究 の フ ェ ー ズ は 、
「MEMS 技術により何ができるのか」から「 MEMS

図表７．30

能動触覚センサ

技術を何に使うか」へと変わり、同氏の研究も徐々
に、企業や研究所などと共同で MEMS 応用デバイス
を開発することが増えた。例えば、受動素子と能
動素子とを組み合わせた能動触覚センサを開発し
た。これは接触によるたわみを歪ゲージで測るこ
とに加えて、アクチュエータがそれを下から押し
戻すことで物質の硬さも把握できる（図表７．30）。
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説明資料
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図表７．31

また、力覚センサで

式田教授

フレキシブル力覚センサ

は、弾性体チューブを
金属薄膜と絶縁薄膜
で覆い、織物状にする
ことで物体との接触
を電気的に検出する
など、繊維構造材と

資料：式田教授

説明資料

MEMS 技術とを融合させたウェアラブル化技術を開発した（図表７．31）。
このような研究を続けているなか、2000 年代半ばより医工連携が推進され始
め、名古屋大学においてもニーズとシーズとのマッチングを図るべく工学部と
医学部との交流の場が設けられ、2007（平成 19）年から同氏も医療に関連した
取組みを本格的に始めた。
（ｃ）医療関連の具体的な取組内容
ア．カテーテル型呼吸センサ
呼吸器関連に対する最初の取組みは、医、工学部交流の場で同氏が名古屋大
学医学部呼吸器内科の川部教授に流量センサの研究を紹介したところ、興味を
示されたことがきっかけで始まった。
現在、CT 技術を用いれば肺内部における

図表７．32

カテーテル型呼吸センサ

病変部の位置及び大きさを確認することは
できるが、病変部近傍での呼吸機能は計測
評価できない。本課題を解決することを目
指し、末梢気道（内径 2.0mm）に挿入可能
なカテーテル型呼吸センサを開発している
（図表７．32）。本センサでは、内径 1.0mm
の管の中に熱線流速計として機能するヒー
タが実装されており、ヒータと空気との熱

資料：式田教授

説明資料

伝達を利用して呼吸量を計測する。
イ．気管内挿管チューブ

図表７．33

気管内挿管チューブ

前述のカテーテル型呼吸センサは体内での
その場計測を目指した技術開発となり、実用
化にはそれなりの費用と時間を要する。そこ
でカテーテル型呼吸センサ技術を体外利用し
た、気管内挿管チューブもあわせて開発して
資料：式田教授

いる（図表７．33）。

説明資料

これは気管内挿管チューブの端にカテーテル型センサを装着し、呼吸量を測
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るものである。本計測技術を用いることで、人工呼吸器を外した状態でも自発
呼吸量を定量的に評価することができ、その結果、抜管時のタイミングを最適
化できるという特徴がある。
図表７．34

ウ．心拍機能評価

心拍機能評価

カテーテル型呼吸センサ技術の応用として、口元
気流に基づいた心拍機能評価も検討している。心電
図は心臓の電気的な流れを記録したものであり、心
臓そのものの動きを把握しているわけではない。そ
のため、心臓が止まっていても動いていると誤って
認識してしまうことがまれにある。一方、心臓は肺
に囲まれていることから、心臓の動きが肺のそれに
一定の影響を及ぼすことに着目すれば（図表７．34）、
口元気流（カテーテル型呼吸センサ）により、肺と
心臓の両方の動きを測ることができる。これは心電
図 用 電 極 を 長 時間 貼 付 け で き な い 皮 膚の 弱 い 未 熟

資料：式田教授

説明資料

児等への利用などが期待されている。
エ．マイクロニードルアレイ
注射のように侵襲性のある方法で薬剤を投与す

図表７．35 マイクロニードル
アレイの経皮材応用

るのではなく、無痛で薬剤投与が可能なマイクロ
ニードルアレイ（経皮吸収剤用マイクロニードル）
についても MEMS 技術応用の一つとして取組んで
いる（図表７．35）。ここでは、ニードル素材をシ
リコンではなく生分解性材料（コラーゲン＋ヒア
ルロン酸）に置換することで、折れた際のリスク、
一定投与量の確保に対応している。
マイクロニードルアレイの医療への応用はまだ
まだ課題があるものの、注射と違い、誰でも簡便・
安全に無痛で投薬することができるため、発展途

資料：式田教授

説明資料

上国など医師の少ない地域でのワクチン接種を普及させる手段として期待され
ている。
ｂ．医工連携における課題と今後の推進体制
（ａ）発想の違い
概して、工学部では“性能”の向上を重視するのに対し、医療現場では命を
直接扱う観点から“安全性”・“信頼性”、それらを担保する因果関係を絶対的基
準としており、デバイス開発における優先度の違いが若干あるように思える。
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我が国にはものづくり技術に長けた企業が多く存在するが、医療器具について
は外国製品が主流（輸入超過）となっている。今後、工業製品開発で培った優
れたものづくり技術が医療機器開発へと展開することを期待したい。
（ｂ）販路確保
医療器具は許認可制であり、工業製品とは異なった販売体系になっている点
に注意がいる。また、既存の市場参入者が強く、新規参入が難しい分野である
ように思える。現時点では、新規参入をする場合には、販路を持つ既存メーカ
といかにつながりを持つかが重要となっている。上記研究開発と同様に、販路
においても工業メーカと医療機器メーカとの結びつきを取持つコンソーシアム
のようなものがあれば、日本の医療器具はさらに改良・発展していくのではな
いだろうかと考える。
（ｃ）データ：AI 活用
医療分野における AI 活用は、日常ヘルスケアモニタリング等、医療行為と距
離を置く分野においてまずは容易に浸透するが、その一方で、医療診断などの
判断が関わるところでは時間を要すると考える。安全性等を重視するこの分野
において、医療関係者は科学的根拠（原因と結果との因果関係を説明できる科
学的なメカニズム）に基づいて診断をし、治療を行う。従って、近年革新的技
術として注目されているデータ解析及び処理技術は、先ずは、医師が判断する
際に、判断し易いデータを提供するという支援的な立場で活用されることにな
ると思われる。将来、機械が判断し治療するには、それを裏付ける統計的なデ
ータならびにそれを受け入れる社会観を構築する必要がある。
ｃ．地域における展開
広島市内にある医療機関との繋がりで、手術支援ロボット「ダヴィンチ」等
を見学させてもらったことがある。このような人的交流が深まり、地域医療機
関のニーズに応じた医療機器の開発、産業集積に繋がることを期待している。
今後、地方でのものづくり産業を活発化させるためには、中国地域に限らず、
全国的な規模で一つの製品開発に対して最も適した研究機関、医療機関、企業
からなるチームを組むことがますます重要になる。またそのようなオールジャ
パンでの体制を後押しできる行政の仕組みがあると良いと思う。
ｄ．人材育成
科学技術の発展に伴い、我が国を取り巻く産業・社会構造は、年々複雑化し
続けいている。産業構造においては、従来の単一専門分野構造から、学際的な
異分野が複雑に絡み合った融合形態へとシフトし、これにより高度で知的な産
業製品が生みだされている。このように年々複雑 さを増し、かつ先行きが不透
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明な時代を迎え、若者（学生）には、社会構造変化に柔軟に対応できる人間、
そしてどのような問題に直面しても、自らその課題を解決できる人間に育って
欲しい。
そのためには、先ずは昔からある基礎的な学問を身につけることが重要にな
ると思う。現在、流行しているからと言って普遍的な学問を疎かにし、安易に
技術的な学問に飛びつくことは賢明ではないと思う。
同氏も学生時代は電気工学系、名古屋大学での教育研究者時代は機械工学系、
そして現在は情報科学部に所属しており、その都度新たな技術を習得する必要
に迫られた。このような環境変化を乗り越えられたのは、若いころに普遍的・
基礎的な学問を重視した教育を受けたためであると考えている。

＜本ヒアリングのポイント＞
・MEMS 基盤技術（加工及び材料評価技術）を手始めにデバイスの高機能化、医
工連携による医療分野でのアプリケーションに取組む
・カテーテル型呼吸センサの開発とともに早期実用化のためにセンサを体外で
利用する気管内挿管チューブ等への応用も検討
・医工連携においては“性能”重視の工学部と“安全性”・“信頼性”重視の医
学部の価値観の違いを踏まえたうえで取組むことが不可欠
・地域の医療機関との連携強化に加え、自らの得意分野を活かした広域的な取
組も求められる
・技術の先行きが不透明な現在においては普遍的な学問をしっかりと身につけ
ることが重要
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７．２．９．広島工業大学 大学院工学研究科 教授 大谷 幸三
訪 問 日

2017（平成 29）年 11 月２日

訪 問 先

広島市佐伯区三宅二丁目 1-1

ａ．研究・取組内容
（ａ）経歴
岡山大学大学院 修士課程修了後、三菱化学に入社。石油化学プラントの”計
装 41 ”に従事。再度、岡山大学に戻り、博士課程修了後、広島工業大学に着任。
専門は計測工学、センサ工学。
（ｂ）研究・取組内容
センサ技術と情報処理技術を組み合わせ、社会に役立つシステムづくりを考
究している。大きく４つの研究テーマに取組中。
ア．レーザによる濃度計測システム
（尿糖モニタリングによる健康管理機器への応用）
レーザの屈折率を利用した簡易的

図表７．36

レーザによる同度計測システム

なヘルスケアシステムを開発中。光
角度センサを階段状に２台設置し、
尿にレーザ光を発射する。光は“液
面”と“底面”で反射するが、光角
度センサによりそれぞれの光の軌跡
を追うことが可能となり、屈折率を
測定できる仕組みである。屈折率と
尿糖濃度はある程度相関があるため、
尿糖濃度の傾向を測定することがで
きる（図表７．36）。
本システムはトイレに設置し、デ
ータをスマートフォンで確認、医師

資料：大谷教授

講演資料

にデータを送付する等の使用が考えられる。
医療機器分野への参入を検討している企業から声掛けがあり、取 組みを開始
した。屈折率との相関が明確なものであれば、ヘルスケア分野に限らず、工業
分野にも応用可能な汎用的システムである。
イ．画像計測システム（３次元スキャナ、外観検査装置への応用）
「（ａ）レーザによる濃度計測システム」と共通であるが、得意分野は光線追跡
である。光の入ってくる位置に加え、方向を測定し、その軌跡を追跡することに
41

測定装置や制御装置などを装備し、測定すること
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より、対象物体の形状、質感等も含め様々なデータを計測することができる。
例えば、航空機のジェットエンジンは表面改質の一種である溶射 42により被膜
を行っているが、この被膜の状況は、通常のカメラでは凹凸が小さいため把握
しづらい。そこで、レーザとカメラを２台使用し、“機材”と“被膜”それぞれ
の表面で反射する光の強さと方向を測定し、可視化することにより表面の凹凸
を疑似的に再現する。これをもとに“被膜”の剥離の状況を把握できる。
さらに、測定物をドーム状のもので覆い、魚眼レンズを用い、横から光を入
れ、画像処理することにより対象物全般の状況を一度で把握できる（ 図表７．
37）。“鏡面反射”と“拡散反射（乱反射）”の状況を可視化することにより表面
の状況を把握できる（図表７．38）。例えば、鏡面仕上げの場合に“鏡面反射”
のばらつきが大きければ仕上げが不十分ということになる。魚眼カメラシステ
ムは従来の光沢度計では識別できない差異も検出可能であり、ポータブルな装
置なので持運びも可能という利点がある。
図表７．37

魚眼カメラシステム

資料：大谷教授

図表７．38

画像処理後のデータ 43

講演資料

ウ．水位センサを用いた減災情報配信システム（自然災害に対する減災支援）
本テーマは学内の電気分野、建築分野の研究者と共同で取組んでいるテーマ
である。広島市西区の国迫団地町内会と協働し、団地内の側溝等に水位センサ
網を張巡らせ、ゲリラ豪雨や台風などによる集中豪雨が発生したときの避難情
報を自動で通報するシステムの実証実験に着手している（ 図表７．39）。現在、
災害情報は土砂災害情報が５km メッシュ、アメダスでは 17km メッシュであるが、
本システムにより身近な状況を通報することにより円滑な避難行動への移行を
促すことを目的としている。さらに、町内会側としては日頃の防災意識の向上
を意図した取組みでもある。
側溝に安価で流出してももったいなくない水位センサ（約 2,000 円／個）を
100ｍ毎に設置し、中継局を設け、クラウドサーバに情報を集約していく。大谷

42

溶射材と呼ばれる材料を加熱して被施工物（基材）に吹き付け、皮膜を形成する表面処理法の
一種
43
線が鋭く長いものが鏡面反射、短いものが拡散反射（乱反射）
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教授の分担はセンサ

大谷教授

図表７．39 水位センサを用いた減災情報配信システム

デバイス作製と中継
局までのネットワー
ク構築である。現
在、通信は ZigBee、
電源は太陽光発電に
よる自立電源を用い
る。水位センサは“フ
ロート式（磁石の浮沈
みにより反応）”と“静
電容量式（誘電率の変

資料：大谷教授

講演資料

化に反応）”の２種類作製している。
スマートフォンやパソコンにより地図上に水位センサの情報が確認できると
ともに、累積水位をカウントすることにより土砂災害発生等の予測情報の提供
も予定している。
エ．超音波による形状／位置情報システム（リサイクル支援機器への応用）
複数の超音波送信素子をアレイ配置し、送信するタイミングをずらすことで
送信波の指向性を制御する技術であるフェーズドアレイ技術は既に確立され、
非破壊検査や医療用の超音波検査等で用いられているが、これを空気中で行う
ことによりレーザと同様の機能（物体識別、位置計測）を発揮することが期待
される。
レーザが適用困難な測定環境や測定対象、具体的には夜間や日光の強い時間
のワークの分別や、透明物体や光沢のある金属加工物の分別に有効である。
“形
状”・“材質”が同時に分かるためリサイクル分野での分別等の活用を期待して
いる。一方で温度、湿度などの外部環境の影響を受けやすいという欠点の克服
も必要となる。
ｂ．センサの動向について
（ａ）日本の強み・弱み
強みは既存のセンシングデバイスを組込んだ機能機器、信号処置やソフトウ
ェアによる柔軟かつ高速な処理等の技術が挙げられる。
一方で新たなセンシングデバイスの開発、新たな対象物の検知への指向性が乏
しいと感じられる。これは材料分野の研究者の領域かもしれないが、新材料を開
発しても、強度等の基本物性には興味があるが、
（センサ材料として新たな）物資
との反応や物理現象で変化するという点の意識が不足している印象を受ける。
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大谷教授

（ｂ）市場動向、センサを取巻くプレイヤーの動き
IoT の市場価値を模索するとともに、スマートフォンとの連携の動きがみられ
る。さらに、大きな流れとして、従来はセンサデバイスが価値の源泉であった
が、センサデータに価値がシフトしている。かつては半導体メーカが市場全般
をリードしていたが、現在では Google や Amazon 等のサービス（アプリケーシ
ョン）がリードし、そのためのデバイスを開発しているとの様相を呈している。
（ｃ）センサに求められる機能・課題
デバイス分野では「小型化・集積化」、「低消費電力」、「無線通信」、異なる規
格のデバイスをつなぐインターフェース技術である「モジュール化」等が求め
られる。
ネットワーク・アプリケーション分野では多数センサの完全同期を含めた「信
頼性の高い無線通信」、「セキュリティ技術」、「OS や機器環境に依存しないアプ
リケーション」が求められる。
データ分析・処理分野では、前述のようにサービスが重要視される時代を迎
え、単にアンケートのような特定の消費者の声ではない“UX 44センシング”とい
った「客観的なデータ収集と解析」、さらに「統計的な考え方」、「AI」等が今後
重要視されるようになる。
アレイ化という点では素子のばらつきの吸収（＝キャリブレーション）、多数
センサの完全同期等の技術が不可欠となる。特に無線通信でアレイ情報の 完全
同期による送信は高度な技術である。また、すべてのセンサ出力をデジタル信
号処理化するのは負担となるため、センサアレイ自体に情報選択や情報抽出機
能を付加し、必要な情報のみを収集するシステム構成も望まれる。加えて不必
要な情報を最初から感知しないように物理的にフ ィルタリングを行うことも考
えられる。ソフトウェア側で除去することは簡単であるが、そこまでのコスト
を考えるとセンサ側で除去する方が好ましい。
ｃ．地域におけるセンサ利活用の展開について
（ａ）センサ利活用の有望分野
中国地域であれば自動車産業を有望分野として欠かすことができない。本学
の学生も多く関連分野へ就職している。自動運転、家電化の流れの中で多くの
センサが利用されることとなる。
検査装置も有望な分野である。人手不足に加え、情報がクローズされている
分野でもあり、開拓の余地も多い。スマートフォンと連携し見える化等を図る
ことも効果的である。
44

ある製品やサービスを利用したり、消費した時に得られる体験の総体。個別の機能や使いやすさ
のみならず、ユーザが真にやりたいことを楽しく、心地よく実現できるかどうかを重視した概念
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（ｂ）地域におけるセンサ関連の取組み方策・進め方
ア．地域での取組み展開の方法
「ａ．
（ｂ）ウ．水位センサを用いた減災情報配信システム」においては町内
会から施設の利用等の便宜は図ってもらってはいるが、センサ等の費用に関し
ては手弁当で対応している。必要性・価値を認知してもらうことは重要ではあ
るが、ある程度の時間がかかると思っている。
イ．産学官連携のあり方、求められる支援策・推進体制
官には広い視野から産学のマッチングを図ってもらいたい。学生の就職とい
う観点からは地域の活性化・雇用の創出は不可欠であるし、将来の企業人材育
成という点では企業のニーズ・課題を卒論のテーマとして取上げることも考え
られる。学生研究の１テーマとして無償で取組めることも多く、学生にとって
も形式的なインターンシップよりも、企業について深く考えるきっかけになる。
さらに、併せて学生への動機付けとして、奨励金や奨学金制度も有効と考えら
れる。
ウ．地域センサ関連企業の戦略
既に述べた通りサービス（アプリケーション）がリードする 時代となった点
を踏まえ、それを具現化した先にデバイスがあるという意識を持つことが重要
である。
エ．求められる人材、人材育成の方法
センシングの原理を理解し、センサデータの精度（信頼性）を理解した上で
サービスを提供できることが求められる。例えば、センサアレイは離散配列で
あり、素子間のデータを補完することが高精度のポイントとなる。
さらに、ソフト・ハード双方の知識が必要であるとともに、思いついたら試
してみる意欲が求められる。本学でも３年次には Raspberry Pi や Arduino を用
いて校内の電力使用量の測定・表示等の実習を行っている。
また、一時期の人材育成はひとまず“座学”という感じであったが、現在は
具体的な課題を、プロジェクト形式で課題解決していく仕組みが重要視されて
いる。こうした中でもの地域企業との連携が図られれば Win-Win の関係が構築
できるのではと考えている。
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＜本ヒアリングのポイント＞
・センサ技術と情報処理技術を組合せ、社会に役立つシステムづくりを考究。得意
分野はセンサアレイを用いた光線追跡により物体の“形状”、“材質”等の識別
・地域（広島市）の大きな課題である防災対策の一環と して、水位センサを用い
た減災情報配信システムの開発・実証に取組む
・価値源泉がセンサデバイスからセンサデータにシフト。サービスが主体となり
そのためのデバイスへの作製という時代に
・有望分野は検査装置。人手不足に加え、情報がクローズされており、開拓の余
地も多い
・センシングの原理を理解し、センサデータの精度を理解した上でサービスを提
供できる人材が不可欠。さらに、課題解決型の人材育成の一環として 若手研究
者・学生の研究活動において企業の課題・ニーズに取組む等の連携を期待
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７．２．10．鳥取県衛生環境研究所
訪 問 日
対 応 者
所 在 地
主な業務

水環境対策チーム

2017（平成 29）年 11 月 20 日（月）
チーム長 森 明寛
研究員
盛山 哲郎
研究員
前田 晃宏
鳥取県東伯郡湯梨浜町南谷 526-1
衛生・環境分野の研究・検査

ａ．組織概要
（ａ）鳥取県衛生環境研究所について
鳥取県衛生環境研究所は、鳥取県の衛生・環境分野での科学的・技術的中核
機関として、県民の安全確保と豊かな環境の確保に向けて、調査研究、試験検
査（行政検査）、環境・衛生学習の支援等の業務を行っている。
同研究所は 1948（昭和 23）年設置の鳥取県衛生研究所を前身として、2002（平
成 14）年に現在の名称に改称するとともに現在地に新築・移転した。平成 29 年
12 月現在、同研究所には、総務担当、企画調整室、保健衛生室、大気・地球環
境室、化学衛生室、リサイクルチーム、水環境対策チームの７部門がある。
（ｂ）水環境対策チームについて
ア．業務内容
水環境対策チームは鳥取県衛生環境研究所の先導的研究部門として 2010（平
成 22）年から活動を開始した（公害関連の行政検査等は他室で対応）。同チーム
は湖沼の環境改善や地下水保全に資する研究に取組んでいる。
図表７．40

イ．業務を取巻く環境

東郷池

鳥取県内の三大湖沼〔湖山池、東郷池
（図表７．40） 45 、中海〕では、赤潮等
の水質異常が度々発生し、問題となって
いる。例えば、湖山池では 2013（平成
25）年には貧酸素化による魚類の大量斃
死、2015（平成 27）年には赤潮プラン
クト ン の 大量 発 生 によ る貝 毒 検 出で シ
ジミ漁の操業自粛などが新聞等で取上

資料：Wikipedia（JA）

げられた。このように水質異常は沿岸住民の生活環境や漁業など周辺の産業に
対して大きな被害を与える可能性がある。
湖沼では水質汚濁防止法に基づき公共用水域常時監視が実施されている。例
えば、湖山池では、行政検査として４地点で水質測定が行われている。しかし、
広大なフィールドに対して調査地点数が少なく、また法律の規定であるためモ
45

周囲 12km ほどの汽水湖。湖畔には「はわい温泉」と「東郷温泉」がある。鳥取県衛生環境研究所
は東郷池の北側に隣接
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ニタリング手法を変えることができない。よって、その時々の水質異常等、地
元の課題に対応できないことが多いため、調査研究としてのモニタリングが必
要である。以上のことから、鳥取県衛生環境研究所は、湖山池において地元の
漁業協同組合の協力の下に、調査研究として 46 地点で水質調査を行っている。
ただし、職員による人海戦術の船上調査であるため、多くの時間と人手が必要
であり、また調査で使用する分析機器も高価である。このため、水質異常時に
住民・行政から求められる「リアルタイムの情報把握」、「広範囲の水質情報の
把握」、「モニタリングの高頻度化」といったニーズ に応えることが困難な状
況である。よって、この課題を解決するためには、効率的かつ安価な環境（水
質）モニタリングシステムの開発が期待される。
ｂ．研究開発内容
「時間」、「人手」、「コスト」のかかる現在のモニタリング手法に代わる新た
な技術開発として、大学との共同研究により２つの取組みを実施してきた。
（ａ）工学的手法を取入れた湖沼の環境モニタリング技術の開発
鳥取県衛生環境研究所は鳥取大学

図表７．41

鳥取大学との共同研究

との共同研究によりリアルタイムの
環境（水質）モニタリングシステムの
開発に取組んでいる。本研究開発では
デバイス作製・センサネットワークの
構築を鳥取大学が担当し、湖沼での実
証試験を同研究所が担当している（図
表７.41）。鳥取県衛生環境研究所の近
くに東郷池があるため、同研究所は研
究機関でありながら実証試験のフィ
ールドを持っているのも強みである。

資料：鳥取県衛生環境研究所

説明資料

鳥取大学では各種水質測定用 MEMS センサの開発を行っている。具体的には水
温、塩分〔EC（電気伝導率）〕、クロロフィルａ 46、濁度等を測定するセンサの開
発を目指すとともに、１つのデバイスで複数の水質（濁度、クロロフィルａ）
を同時測定できる集積化にも成功している。
東郷池において、各種水質センサが組込まれたセンサノードのネットワーク
接続試験を行い、インターネット経由によるリアルタイムでのデータ取得に成
功している。本システムの活用・発展により、水質分布（平面又は三次元）や
水質の経時変化の迅速な把握、モニタリングコストの削減につながることが期
待される。
46

植物プランクトン量の指標
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（ｂ）ドローンによるリモートセンシング技術の開発
さらに、鳥取県衛生環境研究所は、広島大学と共同でドローン搭載カメラの
空撮画像を活用したクロロフィル a 濃度の簡易マッピングにも成功している。
同研究所は 2012（平成 24）年からリモートセンシング（遠隔探査）に取組み、
人工衛星画像を用いたクロロフィル ａ 濃度推定アルゴリズムを作成した実績が
ある。ドローンによるリモートセンシングは、水質監視だけでなく廃棄物監視
等への広がりも期待される。
（ａ）、（ｂ）の研究開発はそれぞれ用途が異なり、調査目的に応じて使分け
ることとなるが、（ａ）はリアルタイム性、（ｂ）は面的・視覚的な把握が目的
である。特に（ｂ）はセンサノードの設置できない場所にも対応できる点が強
みとなる。将来的には（ａ）、（ｂ）と一つのプロジェクトとして統合し、体系
化することもありうる。
ｃ．センサに求められる機能・課題
（ａ）デバイス分野
環境モニタリングシステムのデバイス面では「小型化」、「集積化」、「低コ
スト化」の実現が期待される。さらに、センサノードでデバイスが着脱可能とな
れば取替等のメンテナンスも容易となる。
（ｂ）ネットワーク分野
現在、センサノード３個を用いたネットワーク構築試験を検討している。ネ
ットワーク技術側（センサノード間の通信距離）からの制約を受けており、改
良の余地がある。測定範囲の拡大、センサノードの最適配置は今後の課題とな
ってくる。
（ｃ）データ分析・処理分野
鳥取県衛生環境研究所は、現在、米子工業高等専門学校と共同で、赤潮・貧酸
素等の発生予測に関して自己組織化マップ（SOM：Self-Organizing Map） 47 を用
いたモデルの作成に取組んでいる。SOM は、職員の“暗黙知”を“形式知”化す
るものである。今後はモニタリング技術の向上に伴い収集できるデータが増大す
るため、AI 等を用いたデータ分析は増々重要となってくると思われる。
（ｄ）その他の分野
環境モニタリングシステムには、「省電力化」も不可欠である。地下水モニ
タリングの場合、井戸にセンサを設置するが、大山等の山中にある井戸は、冬
場になると雪に覆われ、近づけなくなるようなケースもある。このような場合、
冬場の数ヶ月間電源が持つような対策が必要である。
47

ニューラルネットワークの一種で与えられた入力情報の類似度をマップ上での距離で表現するモ
デル
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中国地域ヒアリング調査：⑩鳥取県衛生環境研究所

ｄ．地域におけるセンサ利活用の展開
（ａ）センサ利活用の有望分野
環境モニタリングの取組みは、今後、漁業・水産分野、土木分野等に関連し
た取組みへと拡大する余地があると考えている。
（ｂ）地域での展開方法
環境モニタリングシステムが確立できれば、高度化するモニタリン グへのニ
ーズ（リアルタイム性、広範囲の水質情報の把握、高頻度化 ）に沿った情報を
提供できるとともに、これまで以上にモニタリングデータの行政施策への反映
も期待される。更に、当該システムを活用することによって、水産資源等の保
護や、地域住民の環境意識の醸成にもつながることが期待される。
（ｃ）資金等
環境モニタリングシステムは、現在、実証試験段階であり、大学と鳥取県の
各自の予算で対応しているが、今後、当該システムが実用化段階に入った場合、
更なる予算が必要になってくると思われる。
（ｄ）知識・人材
ア．知識
湖沼の環境改善に関する研究分野において、従来は、化学に関する知識が主
に必要とされてきたが、今後、環境モニタリングシステムの実証試験のデータ
結果を解釈するためには、当該システムの原理も含めた「工学的な知識」が求
められる。
イ．人材
鳥取県衛生環境研究所は地方自治体の組織であるため、研究員は３～５年程
度で県庁や地方事務所等の行政の部署へと人事異動している。そのため、長期
的な研究は、この人事異動がネックになるようなケースもある。
＜本ヒアリングのポイント＞
・鳥取県の湖沼では赤潮・アオコ等の水質異常が発生し、問題化。先導的研究
開発部門として水質モニタリング等の新技術開発に取組む
・新たな水質異常の検出方法として「①センサネットワークによる常時監視 」、
「②ドローンによるリモートセンシング」に産学官連携にて取組む
・センサデバイス面では「小型化」、
「集積化」、
「低コスト化」、
「省電力化」等
に期待。さらにデバイス着脱可能となればメンテナンスも容易に
・従来の研究所職員が行ってきた赤潮予測に対し、AI 活用による“形式知”
化に取組む
・環境モニタリングにより生態・環境メカニズムが解明され、水産資源の保護
とともに、環境学習への活用により住民の認知・意識向上にもつながる
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７．３．中国地域ヒアリング調査の結果まとめ（１－１）
産
デバイス分野

①
企
業
・
組
織
概
要

組
織
概
要
等

7.2.2.サンエー

7.2.3. アンテック

【沿革】
・新川電機として 1977（昭和 52）
年に「回転機械振動測定用セン
サ」RIVERNEW（変位／振動セン
サ）を共同開発
・その後、タービン監視計器の開
発等による製造部門の拡大を踏
まえ、新川センサテクノロジと
して独立

【沿革】
・当初は半導体のアセンブリメー
カとして三菱電機のパワーモジ
ュール、高周波デバイス等を請
負
・その後、自社の半導体技術を活
かし、三井金属鉱業と共同で尿
素水識別センサを世界で最初に
開発

【沿革】
・備前焼 窯焚の炎の守の経験か
ら、窯焚作業を自動化できる支
援装置を開発
・センサ部分に紫外線センサを活用
することにより不用意な“火消
え”に対し自動的に停止可能な炎
検出方式による燃料自動停止装
置も開発

【沿革】
・ラジオ工場として竣工され、オ
ーディオ、携帯電話・PHS、固
定電話機、ファクシミリなどを
手がける
・2016（平成 28）年に IoT 通信
事業本部を設立

【沿革】
・自動車部品の生産工場と金
型・治具・組立ライン等のツ
ーリング工場を備えた数少な
いメーカ
・自動化ロボットの SIer として
も展開

【取組概要】
（紫外線センサ：用途・特徴）
・炎の出すわずかな紫外線に反応
し、温度センサや煙センサよりも
早期に検知可能
・仏壇、重機、半導体製造装置の
発火、製鉄工場の配電設備の保
守、送電線無人巡視ヘリコプタ
ーによる送電線劣化診断、クリ
ーンセンターの自然発火、屋外
アトラクション用のガス管理等

【取組概要】
（取扱製品）
・スマートフォン、コミュニケーショ
ンロボットであるロボホン、ファン
バンド等のモバイル機器、無線
LAN アクセスポイント、スマートメ
ーター等のネットワーク機器、電
卓や電子辞書等の学習用文教
ソリューション
・これまでセンサが搭載されていな
か っ た 分 野 に お い て “ AI ” と
“ IoT ” を 融 合 （ 「 AIoT 」 ） す る
「COCORO＋サービス」を展開

【取組概要】
（生産技術研究所）
・生産技術研究所を設立し、
「素
材」、「接合」、「金型」、「ロ
ボティクス」、「情報技術」の
５つの研究室において、５～
10 年先を見据えた研究開発
を実施

- 255 取
組
概
要

長期安定性、耐環境性を有して （燃料識別センサ：用途・特徴）
おり、生産設備の監視、製品の ・トラックや建設機械、発電機等で使
品質管理から実験・研究用まで、 用されている燃料の品質や、バイオ
幅広く使用
ディーゼルの有無・比較を常時モニ
（振動診断士訓練と試験）
タリング
・日本機械学会より訓練機関として ・媒体の「熱伝達率」と「動粘度」を同
認定され、資格取得講座、認証資
時に測定することで、燃料油の検出
格試験を実施
とバイオディーゼルの混合率を一
つのセンサで検知
（振動解析診断サービス）
・解析診断サービスを提供し、異
常兆候が確認された場合、顧客
の対策立案を支援
（同社の強み）
・50 年培ってきた振動センサに関
するノウハウ、振動診断士資格者
を含めたスペシャリストの存在

（同社の強み）
・薄膜技術や独自生産設備、85 件の
関連特許などを背景に業界で上位
を維持
・半導体事業時代から大手電機メー
カの要求への対応により培われた
ものづくりに関するノウハウ

（同社の強み）
・同社では浜松ホトニクスの光電
管素子にし、独自のノウハウ等
を加味し、特に屋外における高
い応答性を確保
（ダイヤモンド半導体センサ）
・物質・材料研究機構 物質研究所
と共同で取組み
・「小型化」、「省電力」、「耐
熱（550℃）」、「耐衝撃」等に
おいて優れた特性

（センサ調達）
・センサの調達に関しても世界市
場からの最適調達を図ってい
る。その結果、センサの内製化
比率も照度センサや赤外線セン
サ等を中心に 10％程度であり、
加速度センサ、ジャイロセンサ、
磁気センサ等は既製品を使用

7.2.5.ヒロテック

（ロボットシステム）
・レベルセンサ、レーザやカメ
ラ等の非接触ビジョンセンサ
などを活用したロボットシス
テムを開発し、他社への提案
も実施
・「24 時間 365 日無人稼働」実
現に向け、加工から検査まで
全ての作業に対応するべく
研究開発を実施
（同社の強み）
・同社が製造業として蓄積した
生産管理ノウハウと自動化技
術を活かした SIer として展
開

中国地域ヒアリング調査結果まとめ（１）

7.2.1. 新川ｾﾝｻﾃｸﾉﾛｼﾞ

【取組概要】
【取組概要】
（回転機械状態監視システム）
（尿素水識別センサ：用途・特徴）
・あらゆる回転機械の振動計測、 ・トラック、建設機械、農業機械、船舶
解析・診断等のプラントの保
の尿素 SCR システムの濃度管理、
守・保全に関わる製品・サービ
制御用センサ
スを研究開発・製造
・同社では「温度」を測定対象としてい
るが、他社は同社の特許により「超
（産業用応用センサ）
音波」を使用
・非接触計測、優れた温度特性、

②
取
組
内
容

アプリケーション分野
7.2.4. シャープ
IoT 通信事業本部

産
デバイス分野
7.2.1. 新川ｾﾝｻﾃｸﾉﾛｼﾞ

市
場
動
向
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7.2.2.サンエー

アプリケーション分野
7.2.3. アンテック

【IoT 進展等による影響】
【尿素水識別センサの需要】
【海外市場】
・周辺機器（中小型機器）への展開 ・需要は規制状況により大きく左右 ・日本の家庭用火災センサ市場
“クラウドコンピューティン ・一般の乗用車にも尿素 SCR シス
は温度センサ、煙センサが主
グ”に加え“エッジコンピュー
テムが導入されるため、現在の
流となってしまったが、海外
ティング”のニーズが増大
５～10 倍まで需要が増加する
で、性能の優れた紫外線セン
・振動解析診断パッケージ、回転
と見込まれる
サが一足飛びに採用されれば
機械状態診断サービスの事業拡 ・トラック→建設機械→農業用機
ビジネスチャンスに
大を図る
械→乗用車・船舶と導入が進展。
今回の拡大が終了すれば一服

－－－－－－－

【センサに求められる機能・課題】
≪デバイス≫
・一般的には「低価格化」、「低消
費電力化」
、
「小型化」
・ミッションクリティカルな機器
では「低価格化」と「精度」
・
「耐
久性」とのトレードオフに留意
≪データ≫
・精度等において既に一定のレベ
ルに達し、データ利活用などソ
フト面での新たな可能性に注力
したほうがよい段階
・AI 利活用等を含め新たなアプリケ
ーション開発が期待。IoT により
収集される Big Data をベースに
AI による設備異常の解析・診断と
振動解析理論との融合を図る

7.2.4. シャープ
IoT 通信事業本部
【IoT 進展等による影響】
・
「AIoT」と「８Ｋ」を大きな柱
とした事業戦略を進める
・成熟技術を活かし、新たなア
プリケーションの発掘という
視点で検討する段階
・関連技術の中では生体認証（特
に指紋認証）が広く普及

7.2.5.ヒロテック

－－－－－－－

【日本・地域の強みと方向性】
・ものづくり国家である日本がア
イデア勝負で GAFA などに勝つ
ことは困難
－－－－－－－
－－－－－－－
－－－－－－－
・国全体がアイデア勝負に向かうの
であれば、中国地域においてはも
のづくり技術を磨くことで、将来
的に地域の強みに
【センサに求められる機能・課題】 【センサに求められる機能・課題】【センサに求められる機能・課題】【センサに求められる機能・課題】
≪デバイス≫
≪デバイス≫
≪デバイス≫
≪デバイス≫
・市場拡大期を迎え、低価格化へ ・
（ダイヤモンド半導体に関連し ・５Ｇ、８Ｋの進展に合わせセ ・「投資 対 効果」の観点から「価
の対応が必要
て）極限環境における「高信頼
ンサの小型化・高性能化も必
格」と「精度」のトレードオ
・尿素水識別センサに対しレベル
性」、電源等も含めた「長寿命
要
フの解消
センサ機能も加えたハイブリッ
化」
・デバイス面での進化は顧客ニ ・インテリジェント化
ト化を行う。多機能化は今後も ≪データ≫
ーズに合致したものでなけれ ・価格低下には量産化が不可欠
進展
ば意味が無い
であるが、センサ市場は細分
・装置販売だけでなく（センサ
・精度の面では高精度化
化されており、量産化が困難
を自ら設置した）データビジ ・省電力化が永遠のテーマ。ゼ
ロになるまで追い求められる ・センサを多く設置しデータ分
ネスも視野に
析を行うことも可能である
≪データ≫
が、故障個所が判別しづらく
・新たなセンシング技術の開拓
なるため、極力数少ないセン
よりも、相対的に家庭内に設
サで対応
置された機器から収集された
データの利活用が重要

≪データ≫
・センサと AI を組合せることによ
り、人間の経験則のように不良
箇所等を把握

中国地域ヒアリング調査結果まとめ（１）

７．３．中国地域ヒアリング調査の結果まとめ（１－２）

７．３．中国地域ヒアリング調査の結果まとめ（１－３）
産
デバイス分野
7.2.1. 新川ｾﾝｻﾃｸﾉﾛｼﾞ
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7.2.3. アンテック

【有望分野】
【有望分野】
《今後の展開》
《紫外線センサ》
・技術の基準は「コスト」、
「品質」
、 ・産業用用途を中心に火災等から
「技術応用」の３つの軸。同様
の「安全性の確保」と汎用品の
な軸ウエイトを有する分野への
「高付加価値化」の二方面から
進出が望ましい。結果として、
の用途開拓に努める〔LED 蛍光
医療分野を期待
灯、手摺に紫外線センサを内蔵〕
・装置販売だけでなく（センサを
自ら設置した）データビジネス
も視野に
《ダイヤモンド半導体》
・「オゾン層の測定」、「宇宙空
間における紫外線発電」
・原子力発電所の廃炉作業に特性
劣化の少ないダイヤモンド半
導体を「放射線センサ」として
使用

地
域
展
開

産
学
連
携

【地域展開】
・“Sensing Your Future”をキー
ワードに地域産業・企業への貢
献・サポートを図る

【地域展開】
・開発者にユーザの声が届きやす
い環境を整えることが重要
－－－－－－－

【産学官連携】
・「①データ所有権の明確化」
、
「②
セキュリティ問題」
、
「③生産設備
所有機関との人材交流」が課題
【産産連携】
・企業同士が有益なデータを相互
提供したり、共同でフィールド
実証を行うことも有効

－－－－－－－

【産学連携】
・中小メーカとして大手メーカに
はない機動力や限られた分野
での強みを有していることが
共同開発につながっている

7.2.5.ヒロテック

【有望分野】
《強みと今後の展開》
・総合家電メーカとして製品が
家庭に浸透していることが強
み
・新たなセンシング技術の開拓
よりも、相対的に家庭内に設
置された機器から収集された
データの利活用が重要
・AI 技術がカギとなり、人員を
増やして対応していく方針

【有望分野】
《ロボットシステム》
・ロボットシステムの普及には
使用方法の標準化が必要
・ロボットシステムのニーズが
高まる一方で、その受皿とな
る SIer の数が少ない
・SIer のネットワークを組織し、
業務量の平準化や SIer 業務に
対する認知の向上を図るなど
業界の経営基盤強化を目指す

【地域展開】
・実証実験の中から地域ニーズ
を発掘し、特徴的な製品等を
全国・世界に展開できれば、
地域のグローバル企業として
地域貢献できる

【地域展開】
《センサ関連》
・センサデバイスからの視点では
なく、アプリケーションに適し
たセンサが提供されれば、セン
サも必然的に増加するという
視点が重要
・SIer は顧客のニーズを吸上げ、
センサメーカとの仲介の役割
も担う
【産学連携】
・補助金等を活用し大学と共同
研究を行うことはあるが、コ
ストとスピードが考慮される
ケースが多くない
・コストとスピードを重視した開
発支援を希望

【産学連携】
・地域の大学と共同研究を行っ
ているが、
“産”と“学”では
スピード感が異なり、PLC の
短い家電製品などには適さな
い。足の長い研究を共同で行
う

中国地域ヒアリング調査結果まとめ（１）

④
地
域
に
お
け
る
セ
ン
サ
利
活
用
の
展
開
に
つ
い
て

有
望
分
野

【有望分野】
・設備、物流・運輸に加え、特に
社会インフラが有望
・ただし、社会インフラにおいて
は、データ蓄積が進展していな
い点、主に新設のものにしか対
応できないといった点が課題

7.2.2.サンエー

アプリケーション分野
7.2.4. シャープ
IoT 通信事業本部

産
デバイス分野
7.2.1. 新川ｾﾝｻﾃｸﾉﾛｼﾞ
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【人材育成・確保】
・ICT 進展によりテレワークなど多
様な働き方が可能に。OB/OG など
の就業機会を増やし、人的資源
の有効活用を図るべき
・データアナリストの養成に向け、
引き続き振動診断士の取得を奨
励。全国屈指の技術力が途絶え
ないよう承継していきたい

【支援策】
・以下の３つの支援策に期待
①公的所有データの有効活用のた
めの周知
②実用化開発に対する支援作品、
手続きの簡略化
③振動診断士の認知度向上

7.2.2.サンエー

アプリケーション分野
7.2.3. アンテック

－－－－－－－

－－－－－－－

【支援策】
・企業に多く埋没している休眠
特許を中小企業に紹介し、中
小企業が事業化するといった
マッチングを行う
・補助金におけるみなし大企業
の規定の運用改善

【支援策・体制】
・IT 企業と比較し、設備・装置
の必要なものづくり企業への
支援は手厚くなされるべき
・地域ニーズに即した支援や技
術・市場に対する目利き能力
の更なる向上を期待

7.2.4. シャープ
IoT 通信事業本部

7.2.5.ヒロテック

【人材育成・確保】
【人材育成・確保】
・センシングや AI 等の分野にお ・専門分野に特化したベンダー
いては人材不足が顕著
が増加しているため、ユーザ
・自前主義には限界があるため、
である現場との意思疎通が
同業種だけでなく異業種まで
年々困難に。両者の間に入っ
精通、交流し、新たな価値を
て意図を伝える“通訳”的な
生み出せる人材等が不可欠
役割を果たすプロジェクトマ
ネジメント人材の育成に期待
・同じ目的を有する事業者が集
い、地域で連携して、切磋琢
磨しながら成長できる場を設
ける
【支援策・体制】
【支援策・体制】
・地域の行政・企業には地域の ・SIer などソフト面での事業が
特徴的な製品やアプリケーシ
促進される環境整備
ョンの実用化に向け実証実験 ・ニッチで量が確保できなけれ
への協力、声かけを希望
ば、デバイスメーカの協力は
得難い
・市場規模が小さくても有望な
アプリケーションにおいて
は、センサメーカに対し一定
のインセンティブを与える仕
組みづくりも有効

中国地域ヒアリング調査結果まとめ（１）

７．３．中国地域ヒアリング調査の結果まとめ（１－４）

７．３．中国地域ヒアリング調査の結果まとめ（２－１）
2.6.広島大学 藤本教授

①
企
業
・
組
織
概
要

組
織
概
要
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学
2.8.広島市立大学 式田教授

2.9.広島工業大学 大谷教授

【研究分野】
【研究分野】
【研究分野】
・センサ工学、圧電材料、福祉・ ・光応用技術、電子機器の電磁波 ・情報工学・電気電子工学・機械
運動用計測技術、構造信頼性
問題（EMC）、マイクロマシーン、
工学を融合したメカトロニク
工学、構造モニタリング、金
マン－マシンインターフェー
ス技術と、その医療応用に関す
属疲労、溶接強度等
ス等
る研究
・主に船舶、航空機、自動車な
どの輸送機器、環境機器や各
種生産設備など、各種構造物
を対象とし、安全性の評価・
維持・管理に関する研究開発
を実施

【研究分野】
・計測工学、センサ工学

【取組概要】
《センサ開発》
・機能性材料による各種力学セ
ンサの開発を実施
・シート型変動荷重センサ（柔
軟性・剛性版タイプ）
、パッド
センサ、シート型剪断力セン
サ、曲げセンサ
・小型ではあるが大きな荷重に
耐えられることや、高速な衝
撃力を検出できること等が特
徴
・センサメーカの同様のセンサ
より性能が上回る
《大学発ベンチャー》
・VBL 設置への関与・入居とと
もに、2004 年には大学発ベン
チャー （有）計測サポートを
設立し、上記センサの製造、
販売を行う
・当時設立された大学発ベンチ
ャーには休眠会社となってい
るものもあるが、現在、事業
継続を行っている企業のうち
の一つ

【取組概要】
・センサ技術と情報処理技術を組
み合わせ、社会に役立つシステ
ムづくりを考究
・得意分野は光線追跡。光の入っ
てくる位置に加え、方向を測定
し、その軌跡を追跡することに
より、対象物体の形状、質感等
も含め様々なデータを計測可能

【取組概要】
《土砂崩れ予測システム》
・同じスマートシステム学科の研
究者と共同で研究開発プロジ
ェクトとして「小型人工衛星と
高機能センサ群を用いたセン
サネットワークによる土砂崩
れ予測システム」に取組中
・光学センサを搭載したロボット
を複数設置し、地表付近の大気
中メタン濃度等を測定（レーザ
計測）することにより、土砂崩
れの予兆を検出
・さらに、それぞれのロボットが
自律的なプローブと して移動
し、光リンク機構を用いたアド
ホックネットワーク（空間光通
信）を構築
《災害対応》
・東北大震災のような大規模な災
害の際の現場においても本シス
テムによれば地上のネットワー
クを維持しつつ、空中の中継局
（人工衛星）を使い瓦礫下の被
災者の呼気検出による捜索支援
やガス漏洩の探知にも利用が可
能

【取組概要】
《MEMS 基盤技術》
・研究生活当初は MEMS 関連技術
の発展の初期段階であり、主に
基盤技術に関連した研究を実
施
・2000 年代に入ると MEMS 研究フ
ェーズは、
「MEMS 技術により何
ができるのか」から「MEMS 技
術を何に使うか」へと変化。同
氏の研究も徐々に、企業や研究
所などと共同で MEMS 応用デバ
イスの開発へ
《医工連携》
・現在までにマイクロ・ナノメー
トルサイズで機能する MEMS と
それを医用に展開した生体極限
計測、次世代経皮吸収剤デバイ
ス、ウェアラブルセンサシステ
ムに関する研究を実施
・名古屋大学医学部と医工連携を
推進し、具体的にはカテーテル
型呼吸センサ、気管内挿管チュ
ーブ、心拍機能評価、マイクロ
ニードルアレイの研究開発に取
組む

官
2.10.鳥取県衛生環境研究所
【組織概要】
《研究所》
・衛生・環境分野での科学的・技術
的中核機関として調査研究、試験
検査、環境・衛生学習の支援等の
業務を実施
《水県境対策チーム》
・先導的研究部門として湖沼の環境
改善や地下水保全に資する研究
に取組む

《研究テーマ》
・大きく４つの研究テーマに取組
中
（１）レーザによる濃度計測シス
テム（尿糖モニタリングによる
健康管理機器への応用）
（２）画像計測システム（３次元
スキャナ、外観検査装置への応
用）
（３）水位センサを用いた減災情
報配信システム（自然災害に対
する減災支援）
（４）超音波による形状／位置情
報システム（リサイクル支援機
器への応用）

【取組概要】
・
「時間」
、
「人手」、
「コスト」のか
かる現在のモニタリング手法に
代わる新たな技術開発として、
大学との共同研究により２つの
取組みを実施
《研究テーマ》
・
（１）工学的手法を取入れた湖沼
の環境モニタリング技術の開発
・
（２）ドローンによるリモートセ
ンシング技術の開発

中国地域ヒアリング調査結果まとめ（２）

②
取
組
内
容

2.7.福山大学 香川教授

学
2.6.広島大学

市
場
動
向
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藤本教授

2.7.福山大学

香川教授

官

2.8.広島市立大学

式田教授

【市場へのアプローチ】
・新規センサを開発した場合、速
やかに上市すべきと考える。顧
客ニーズに接することにより
センサ性能や製造技術の向上
につながる

－－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－

2.9.広島工業大学 大谷教授
【関係プレイヤの動き】
・IoT の市場価値を模索するとと
もに、スマートフォンとの連携
の動きがみられる
・さらに、大きな流れとして、従
来はセンサデバイスが価値の源
泉であったが、センサデータに
価値がシフト
・かつては半導体メーカが市場全
般をリードしていたが、現在で
は Google や Amazon 等のサービ
ス（アプリケーション）がリー
ドし、そのためのデバイスを開
発しているとの様相を呈す
【強みと弱み】
《強み》
・既存のセンシングデバイスを組
込んだ機能機器、信号処置やソ
フトウェアによる柔軟かつ高速
な処理等の技術
《弱み》
・新たなセンシングデバイスの開
発、新たな対象物の検知への指
向性が乏しい
・新材料を開発しても、強度等の
基本物性には興味があるが、
（セ
ンサ材料として新たな）物資と
の反応や物理現象で変化すると
いう点の意識が不足

2.10.鳥取県衛生環境研究所

－－－－－－－

－－－－－－－

中国地域ヒアリング調査結果まとめ（２）

７．３．中国地域ヒアリング調査の結果まとめ（２－２）

７．３．中国地域ヒアリング調査の結果まとめ（２－３）
学
7.2.6.広島大学 藤本教授
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7.2.8.広島市立大学 式田教授

7.2.9.広島工業大学 大谷教授

7.2.10.鳥取県衛生環境研究所

【センサに求められる機能・課題】
【センサに求められる機能・課題】 【センサに求められる機能・課題】【センサに求められる機能・課題】 【センサに求められる機能・課題】
《デバイス》
《デバイス》
《データ》
《デバイス》
《デバイス》
・現在の力学センサ（圧力セン ・一般的には低価格化、小型化、省電 ・医療分野における AI 活用は、 ・
「小型化・集積化」
、
「低消費電力」
、 ・
「小型化」、
「集積化」、
「低コスト
サ、触覚センサ等）は、力学
力、耐久性等が求められる
日常ヘルスケアモニタリング
「無線通信」
、異なる規格のデバ
化」の実現が期待
的精度という観点では不十 ・自らの研究では温度制御、排熱交
等、医療行為と距離を置く分野
イスをつなぐインターフェース ・センサノードでデバイスが着脱
分。人間の五感を再現できて
換、回路設計、電源確保、小型・軽
においてまずは容易に浸透す
技術である「モジュール化」
可能となれば取替等のメンテナ
いない
量化等が課題
るが、医療診断などの判断が関 《ネットワーク・アプリケーション》
ンスも容易に
・この分野は開拓の余地は大き ・光学センサによる吸収分光を利用す
わるところでは時間を要する
・多数センサの完全同期を含めた 《ネットワーク》
く、人間に追いつくには数十
るのは非接触・非侵襲、測定方法の
「信頼性の高い無線通信」、「セ ・センサノード３個を用いたネッ
年かかる
バリエーションに期待
キュリティ技術」
、
「OS や機器環
トワーク構築試験を検討。ネッ
《データ》
《バイオミメティクス》
境に依存しないアプリケーショ
トワーク技術側（センサノード
・様々な種類のセンサを配置 ・人間が限られた能力であるが故に見
ン」
間の通信距離）からの制約を受
し、ニューラルネットワーク
落としがちなものに気付かせることが
けており、改良の余地あり。測
《データ分析・処理》
等の人工知能によるデータ
センサの役割とすれば、デバイスに
定範囲の拡大、ノードの最適配
・単にアンケートのような特定の
解析により人間や構造物等
おけるバイオミメティクス（生物模倣）
置は今後の課題
消費者の声ではない“UX センシ
の状況・環境を明らかにして
も有望技術
ング”といった「客観的なデー 《データ分析・処理》
いくという方向性も考えら 《センシングシステム》
タ収集と解析」
・米子高専と共同で赤潮・貧酸素
れる
・測定対象に影響を与えない“さり
・
「統計的な考え方」
、
「AI」等が今
等の発生予測に関して、自己組
・構造物の信頼性については、
げない（邪魔しない）
”センシング
後重要視される
織化マップを用いたモデルの作
劣化等の進捗度合いは把握
が重要に
成に取組中
《アレイ化》
できるものの、実際にいつ倒 ・多数設置されているセンサを意識
・モニタリング技術の向上に伴い
・素子のばらつきの吸収（＝キャ
壊するかは予測できない。た
されることなくデータを取得し、
収集できるデータが増大するた
リブレーション）
、多数センサの
だし、今後、AI 等によるアプ
フィードバックして快適な状態を
め、AI 等を用いたデータ分析は
完全同期等の技術。特に無線通
ローチにより新たな予測手
増進することが求められる
増々重要となってくる
信でアレイ情報の完全同期によ
法の確立につながる可能性 ・
“さりげない”という点では、対象
る送信は高度な技術
《その他》
もある
物に影響を与えない（非侵襲な）
・センサアレイ自体に情報選択や ・環境モニタリングシステムには、
光学センサはそのアプリケーショ
情報抽出機能を付加し、必要な
「省電力化」も不可欠。冬場に
ンの多様性等も含め IoT 時代に適
情報のみを収集するシステム構
なると雪に覆われ、近づけなく
したセンサ
成
なるようなケースもある
《データ》
・不必要な情報を感知しないよう
・AI 等を用いたデータ解析技術が活
に物理的にフィルタリングを行
用されていく
う技術（ソフトウェア側で除去
するコストを考えるとセンサ側
《セキュリティ》
で除去する方が好ましい）
・“さりげない”＝“気づかれない”
ということでプライバシー等も含
め悪用されるリスク、セキュリテ
ィ上の問題点がある

中国地域ヒアリング調査結果まとめ（２）
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7.2.7.福山大学 香川教授

官

学
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④
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地
域
展
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官

7.2.6.広島大学 藤本教授

7.2.7.福山大学 香川教授

7.2.8.広島市立大学 式田教授

7.2.9.広島工業大学 大谷教授

7.2.10.鳥取県衛生環境研究所

【各分野の問題点】
・土木分野は業界・学会の組織等
のヒエラルキーが確立してお
り、機械等の他分野からの参入
が容易でない
・医療分野は開発のための資金は
比較的潤沢であるものの、医師
からのリクエストが厳しく、技
術的な対応が容易ではない
・一方、福祉分野はセンサに関す
る知識・理解はある程度あるも
のの、資金面で厳しい面がある
・スポーツ分野はセンサに関する
知識・理解が不十分

【有望分野】
・国土管理、特に山林等の管理に
おける利活用が有益
・人の手が入らなくなった里山等
の状況を広域的なセンシングに
より“見える化”および新たな
ロボットの導入や土砂崩れ予測
システムのロボットの併用等に
より放棄地等を資源として捉え
る発想へと転換する必要
・単に国土管理としての取組みに
留まらず、六次産業化等の産
業・地域振興へ繋げることが重
要。瀬戸内海ではみられるもの
の、中山間地域では取組みが遅
れている
【地域センサメーカ支援】
・地域センサメーカ支援という点
では、例えば当地 福山市ではシ
ャープが優れた光学センサを製
造。このようなセンサの新たな
アプリケーションを地域で検討
するという方策が考えられる

【有望分野】
・ものづくり技術に長けた企業が
多く存在するが、医療器具につ
いては外国製品が主流（輸入超
過）となっている。今後、工業
製品開発で培った優れたもの
づくり技術が医療機器開発へ
と展開することを期待

【有望分野】
・中国地域であれば自動車産業が
有望分野として不可欠。自動運
転、家電化の流れの中で多くの
センサが利用される
・検査装置も有望な分野。人手不
足に加え、情報がクローズされ
ている分野でもあり、開拓の余
地も多い
スマートフォンと連携し見える
化等を図れば効果的

【有望分野】
・環境モニタリングの取組みは、
今後、漁業・水産分野、土木分
野等に関連した取組みへと拡大
する余地がある

【地域医療機関との交流】
・広島市内にある医療機関との繋
がりで、手術支援ロボット「ダ
ヴィンチ」等を見学。このよう
な人的交流が深まり、地域医療
機関のニーズに応じた医療機
器の開発、産業集積に繋がるこ
とを期待

【自然災害に対する減災支援】
・
「水位センサを用いた減災情報配
信システム開発」において広島
市西区の町内会と協働し、団地
内の側溝等に水位センサ網を張
巡らせ、ゲリラ豪雨や台風など
による集中豪雨が発生したとき
の避難情報を自動で通報するシ
ステムの実証実験に着手
・センサ等の費用に関しては手弁
当で対応。必要性・価値の認知
には、ある程度の時間がかかる

【環境モニタリング】
・環境モニタリングシステムが確
立できれば、高度化するモニタ
リングへのニーズ（リアルタイ
ム性、広範囲の水質情報の把握、
高頻度化、
）に沿った情報を提供
できるとともに、これまで以上
にモニタリングデータの行政施
策への反映も期待
・更に、水産資源等の保護や、地
域住民の環境意識の醸成にもつ
ながることを期待

－－－－－－－

【地域センサ関連企業の戦略】
・サービス（アプリケーション）
がリードする時代となった点を
踏まえ、それを具現化した先に
デバイスがあるという意識を持
つことが重要

中国地域ヒアリング調査結果まとめ（２）

７．３．中国地域ヒアリング調査の結果まとめ（２－４）

７．３．中国地域ヒアリング調査の結果まとめ（２－５）
学
7.2.6.広島大学 藤本教授
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【求められる人材等】
・学生には研究活動での“オリジナ
リティ”を大切にしてもらいた
い。そのような分野があれば大学
での研究活動に拘泥せず、リスク
をとるというスタンスがあって
もいい
・研究者の評価にあたっては研究シ
ーズの“事業化”よりも研究論文
を国際的に認められた論文誌で
発表することが重視されるが、再
度、“事業化”が重視される時期
が来る

【求められる人材・教育】
・学生には自らの研究分野を集中
的に深めながら、将来のマネジ
メント段階を見据え少しずつ領
域を広げ、人的ネットワークを
構築してもらいたい
・
“さりげない”センシングが進展
すれば、悪用されるリスクが高
まるとともに、悪用時の社会的
影響も甚大となる。学生に対し
ては工学に関する知識、情報を
含めた能力に加え、自らが作っ
たものが社会に危害を及ぼさな
いよう、倫理教育も不可欠
【支援策・体制】
・大学発ベンチャーでは、研究活
動と事業運営の両立には限界が
ある。研究シーズの事業化とい
う点では販路開拓・営業支援が
最も求められる

期
待
さ
れ
る
支
援
策

【支援策・体制】
・事業と大学での研究生活との“二
足の草鞋”であり、規模拡大等に
は限界
・支援側には真に社会貢献につなが
るテーマを選定できる目利き能
力を具備してもらいたい

7.2.8.広島市立大学 式田教授

官
7.2.9.広島工業大学 大谷教授 7.2.10.鳥取県衛生環境研究所

【医工連携】
・概して、工学部では“性能”の
向上を重視するのに対し、医療
現場では命を直接扱う観点から
“安全性”
・
“信頼性”
、それらを
担保する因果関係を絶対的基準
としており、デバイス開発にお
ける優先度の違いが若干ある

【産学連携】
・官には広い視野から産学のマ
ッチングを希望
・現在は具体的な課題を、プロ
ジェクト形式で課題解決して
－－－－－－－
いく仕組みが重要視される。
こうした中で地域企業との連
を図り Win-Win 関係の構築を
希望
【求められる人材・教育】
【求められる人材・教育】
【求められる人材・教育】
・従来の単一専門分野構造から、学 ・センシングの原理を理解し、 ・知識面では、実証試験における
際的な異分野が複雑に絡み合っ
センサデータの精度（信頼性）
データ結果を解釈するために
た融合形態へとシフト
を理解した上でサービスを提
「工学的知識」が必要となる
・先ずは昔からある基礎的な学問
供できることが求められる。
・人材面では、県の組織であるた
を身につけることが重要。現在、
例えば、センサアレイは離散
め、研究員は３～５年程度で異
流行しているからと言って普遍
配列であり、素子間のデータ
動しており、長期的な研究は、
的な学問を疎かにし、安易に技
を補完することが高精度のポ
この人事異動がネックになる
術的な学問に飛びつくことは賢
イントとなる
ようなケースもある
明ではない
・ソフト・ハード双方の知識が
必要であるとともに、思いつ
いたら試してみる意欲が求め
られる
【支援策・体制】
《販路確保》
・医療器具は許認可制であり、工
業製品とは異なった販売体系に
なっている。既存の市場参入者
が強く、新規参入が難しい分野
・新規参入をする場合には、販路
を持つ既存メーカといかにつな
がりを持つかが重要
・工業メーカと医療機器メーカと
の結びつきを取持つコンソーシ
アムがあれば、医療器具はさら
に改良・発展

【支援策・体制】
・企業のニーズ・課題を卒論の
テーマとして取上げることも
一案。形式的なインターンシ
ップよりも、企業について深
く考える契機に
・併せて学生への動機付けとし
て、奨励金や奨学金制度も有
効

【支援策・体制】
・環境モニタリングシステムが実
用化段階に入った場合、更なる
予算が必要になってくる

中国地域ヒアリング調査結果まとめ（２）

（
続
き
）
④
地
域
に
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け
る
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サ
利
活
用
の
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開
に
つ
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7.2.7.福山大学 香川教授

市場・企業動向（まとめ）

８．IoT/トリリオンセンサ時代のセンシングと地域展開に向けて
本章ではこれまでの文献調査、アンケート調査、ヒアリング調査（他地域、
中国地域）をもとに、IoT/トリリオンセンサ時代における中国地域でのセンサ
利活用の進展と地域力向上に向けた方向性を抽出するとともに、取組施策を併
記することにより結びとする（図表８．１）。
図表８．１

これまでの調査

調査フローと最終提言への流れ

１．調査の目的
【文献調査】

２．センサの種類と概要
２．１．センサとは
２．３．センサの検出対象

２．２．センシングシステム
２．４．センサの種類

３．センサの市場・技術動向
３．１．主な応用分野における動向

３．２．センサの市場動向

３．３．センサの技術動向

４．センサに関する主なプレイヤ（産学官）
４．１．センサ製造企業
４．３．行政機関・推進組織

４．２．大学・研究機関

【ヒアリング調査】

５．全国のセンサ関連の取組状況（他地域事例調査）
５．１．他地域事例調査の概要

５．２．他地域事例調査の結果

５．３．他地域事例調査の結果まとめ
【アンケート調査】

６．アンケート調査による中国地域におけるセンサ関連の取組状況
６．１．研究者・研究機関アンケート調査
６．２．製造業アンケート調査

６．３．建設業アンケート調査

【ヒアリング調査】

７．ヒアリング調査による中国地域におけるセンサ関連の取組状況
７．１．中国地域ヒアリング調査の概要
７．２．中国地域ヒアリング調査の結果
７．３．中国地域ヒアリング調査の結果まとめ
【まとめ】

８．IoT/トリリオンセンサ時代のセンシングと地域展開 に向けて
８．１．センサを取巻く環境（アンケート・ヒアリング調査をもとに）
８．２．中国地域におけるセンサ利活用の地域展開の方向性
８．３．地域展開の方向性における個別施策
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８．１．センサを取巻く環境（アンケート・ヒアリング調査をもとに）
８．１．１．センサ市場・企業の動向
ａ．センサ市場の特徴
“センサは千差万別”と言われるとおり、一種類のセンサ（例：温度センサ）
でも測定方式、範囲等により多くのセンサが存在している（図表８．２）。その
結果、多数のセンサメーカが存在し、その市場は細分化されるとともに、それ
ぞれの市場は基本的に小規模であることが特徴である。その結果、自動車、情
報機器等の例外的な市場を除き、量産化効果による大幅な価格低下は困難であ
り、MEMS 化、モジュール化等の進展が期待される一因ともなっている。
＜参考＞図表８．２
電気式

温度センサの種類
測温抵抗体

白金測温抵抗体

銅測温抵抗体

ニッケル温抵抗体

接触式
リニア抵抗器

温度センサ

リニア正温度係数抵抗器

サーミスタ

NTC

PTC

CTR

熱電対

Ｒ Ｋ Ｅ Ｊ

IC 温度センサ
機械式

感温フェライト
熱膨張型

非接触式

棒温度計

バイメタル

熱型
量子型

また、国内センサ市場は欧米と異なり、川下メーカとの継続的な”B to B”
ビジネスが中心ではあるが、代替的なセンサの開発により、シェアを失うとい
った潜在的リスクにも直面している。
ｂ．センサ関連の企業動向
今日、ビッグデータ、AI などが進化する中、データを検知して信号に置換え
る入口＝「センサ」がボトルネックとなっており、その解消に向けセンサ市場
の急拡大が見込まれている。実際、大手センサメーカの中にはセンサのライン
ナップの拡充、複数種類のセンサを用いたソリューション（自動車等）の提供
等のため他のセンサメーカや半導体等の周辺企業の買収の動きがみられる。
IoT/トリリオンセンサ時代におけるデバイス面では“B to C”市場の急拡大
が見込まれるとともに、データ面ではプラットフォーマー争いがみられる。日
本メーカもそれらに対応した、新たな対応が求められている。
また、日本のセンサメーカの世界シェアは 47％と高いものの、今後、有望視
される技術である“MEMS”、“印刷”等に関するシェアは相対的に高くなく、競
争力の低下が危惧されている状況にある。
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８．１．２．IoT/トリリオンセンサ時代におけるセンシングの捉え方
ヒアリング調査をもとに「IoT/トリリオンセンサ時代におけるセンシングの
特徴」と「センサメーカ・アプリケーション 側の動き」をまとめると図表８．
３のとおりとなる。
図表８．３

IoT/トリリオンセンサ時代におけるセンシングの捉え方

ａ．IoT/トリリオンセンサ時代の
センシングの特徴

ｂ．センサメーカ・アプリケーション側
等の動向

(a)データ領域への事業拡大

(a)デバイスからデータへの価値シフト

【センサメーカ】

～“ハードウェア”から“ソフトウェア”重視へ、
サービスソリューション指向へのシフト～

(b)探索的センシング手法の進展

(b)新たな情報を取得できるセンサの
開発
【センサメーカ】
(c)情報量の多いセンサの存在感の高
まり【センサメーカ・アプリケーション】

～マッチング・シェアリングビジネスへの進展の
可能性～

(d)非接触・非侵襲センシング、環境
発電の進展

(c)“さりげないセンシング”の重要化
～測定対象者・対象物に意識させない、影響を与
えないセンシング～

【センサメーカ・アプリケーション】

資料：ヒアリング調査等をもとに作成

ａ．IoT/トリリオンセンサ時代のセンシングの特徴
（ａ）デバイスからデータへの価値シフト
センサに関連した大きな流れとして、従来はセンサデバイス自体が価値源泉
であったが、データ（情報）へのシフトがみられる。マーケティングの世界に
おいて「ドリルを買いに来た人が欲しいのは“ドリル”でなく“穴”である」
と言われるが、センサの利活用においても同様にデータ解析技術の進展にあわ
せ同様の状況がみられる。

図表８．４

株式時価総額の比較

その結果、従来はセンサ分
野を含む半導体メーカが電子
情報産業をリードしていたが、
現在では Google、Amazon 等の
サービス（アプリケーション）
提供事業者が業界全般をリー
ドし、そのためのデバイスを
メーカが供給している様相を
呈している（図表８．４）。
以上のようにセンサメーカ

資料：Yahoo.Finance(2018.2.8)より作成

にとっては従来のモノづくりの守備範囲では容易に付加価値が生み出せない状
況になりつつある。デバイス関連の技術革新等は進展しているものの、デバイ
ス価格の低下、データへの価値シフトの中、出発点であるセンサメーカに利益
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が循環するエコシステムの構築が十分なされていないことが問題点として指摘
されている。
（ｂ）探索的センシング手法の進展
従来のセンシングは価値のある場所、および価値のあり様は明確であり、
“確
認的”にセンシングを行うのが一般的であったが（例：製造ラインにおける検
査工程）、IoT/トリリオンセンサ時代のセンシングは“探索的”な手法のウエイ
トが高まり、“点”ではなく、『“面”的に「価値の分布」を診る』ことや、加え
て『何がどれ程重要か（目の付け所）も測る』ことが重要になってくる。また、
「Big Data」から「Useful One Data」の生成に向けた人工知能等を用いた情報
解析や、探索された価値をシェアリングビジネスのような需要側とマッチング
させていくプロセスも重要となってくる。IoT とシェアリングビジネスが同時に
急拡大しているのはこのような相乗効果が背景となっている。
（ｃ）“さりげないセンシング”の重要化
以上のような探索的センシング手法の進展により、測定 対象者・対象物の周
辺に多くのセンサが設置されることとなるが、これと合わせ正確な測定や周辺
と“摩擦”を回避するために対象者・物に影響を与えない“さりげない”セン
シングが重要となってくる。周辺にセンサが多数設置されていることを意識さ
れることなくデータを取得し、フィードバックにより快適な状態を増進するこ
とが求められる。
その一方で、
“さりげない”＝“気づかれない”ということでプライバシー等
も含め悪用されるリスク、セキュリティ上の問題点があること については留意
が求められる。さらに、場合によっては、時間の経過と合わせ自動的にデータ
を削除するといったアプローチも必要となってくる。
ｂ．センサメーカ・アプリケーション側等の動向
「ａ．IoT/トリリオンセンサ時代の特徴」からのセンサメーカ・アプリケー
ション側への影響については以下の４点にまとめられる。
（ａ）データ領域への事業拡大【センサメーカ】
センサメーカにとっては上述のようなデバイスからデータへの価値シフトの
大きな流れにどのように関与、対応するかが重要となってくる。
その対応として、センサから取込んだデータ処理の高度化、認識・分析・解
釈を施すこと（＝スマートセンサ化）により、「量」→「状況」等を測るセンサ
への進化や、さらにクラウドに蓄積された情報の解析（加工）へと領域を拡大
する動きがみられた（図表８．５）。企業における組織的な動きとしては、デー
タ解析部門の設置・強化、データアナリスト等の人材育成の意向が示された。
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さらに、ヒアリング調査先のセンサメーカの中には製造したセンサを自ら公的
エリアに設置し、当該データの提供事業への進出の検討とともに、センサから取
得できる様々なデータを同一規格で国内に設置された同一サーバに保管する、デ
ータ取引市場（＝「センサデータプラットフォーム」）の構築への期待もみられた。
図表８．５

データ領域への事業拡大
ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ
ﾓｼﾞｭｰﾙ化

ｽﾏｰﾄｾﾝｻ

ｾﾝｻﾌｭｰｼﾞｮﾝ

Big Data/AI

ﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻ
A ｾﾝｻ

・

B ｾﾝｻ

・

C ｾﾝｻ

・

ク
ラ
ウ
ド
／
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

自立電源
演算
信号処理
統計処理
比較・分析
統合・適応

A’ｾﾝｻ ・

演算
信号処理
統計処理

B’ｾﾝｻ ・
C’ｾﾝｻ ・

高
度
セ
ン
サ
情
報

通信機能

デバイス

モジュール

クラウド

（ｂ）新たな情報を取得できるセンサの開発【センサメーカ】
センサメーカ側のもう一つの動きとしてはその技術力の高さを活かし、既存の
センサでは対応できない（ヒアリング先の「味覚センサ」等のように）
「新たな情
報が取得できるセンサ」や、
「人間が感知できない情報が捕捉できるセンサ」の開
発を行うものである。すなわち人間の感覚器官である“五感”の深化/拡張や新た
な感覚である“六感（シックス・センス）”の付与を目指すものである。さらに、
この動きは、独自のセンサにより計測分野における新たな世界標準の確立の動き
へとつながっている 。
同様に、限定的な人間能力の拡張としてバイオミメティクス（生物模倣）も有望
技術とされた。この技術に関連して匂い、味、微風等の環境情報を検知するモデル
として昆虫の機能を活用するセンサデバイスが開発されている（図表８．６）。
図表８．６

従来技術センサと生物応用センサの比較

センサ

計測部位

感度 （※）

応答時間

匂い選択性

定量性

半導体センサ
水晶振動子センサ

金属酸化物半導体
水晶振動子（QCM）

10min 程度
4min 程度

官能評価

ヒトの嗅覚

ppb～ppm
10ppm 程度
ppt～ppm
嗅覚疲労

低
低
個人差大
ばらつき大

有
有
数値化
困難

昆虫嗅覚受容体
センサ

昆虫嗅覚
受容体

ppb レベル

Sec オーダ

高

有

－

(※) ppt: parts per thousand (1/1 千)、ppm : parts per mi1lion(1/100 万)、ppb: parts per billion (1/10 億)

資料：電子情報技術産業協会（2015）「2024 年までの電子部品技術ロードマップ」
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（ｃ）情報量の多いセンサの存在感の高まり【センサメーカ、アプリケーション】
「ａ．
（ｂ）探索的センシングの高まり」に伴い、価値分布を探索的に把握す
るためには、情報量の多いセンサが強みとなる。例えば、圧力センサの一種で
ある「ひずみゲージ」は目に見えない小さな変形を高精度で捉えることができ、
各種構造物や機械の状況把握のため広く普及しているが、その一方で測定でき
る範囲は限定的（＝「点」）である。
ヒアリング調査においてはこのような「ひずみゲージ」に代わり、変形等を
面的・視覚的に把握できるセンサとして画像センサ、応力発光の利用、センサ
のアレイ化等の取組みがみられた。価値分布を分かり易く可視化することによ
り、納得いく価値判断・行動へと繋げていくことが IoT/トリリオンセンサ時代
の重要なサイクルとなってくる。
（ｄ）非接触・非侵襲センシング、環境発電等の進展
【センサメーカ、アプリケーション】
「ａ．
（ｃ）
“さりげないセンシング”の 図表８．７ 温度・湿度センサモジュール
（環境発電）

重要化」に関連しては、対象物に気付かせ
ない、影響を与えない非接触・非侵襲セン
シングや人の目につきにくい場所にあるセ
ンサネットワークへの継続的な電源供給を
可能とする環境発電（エナジーハーべステ
ィング）の利活用の進展が見込まれる。
環境発電に関しては、様々な研究開発・
取組み等が行われているが、例えば、ドイ
ツの EnOcean 社は環境発電の無線通信技術

資料：EnOcean 社

ホームページ

で ISO/IEC の国際標準規格を取得し、モジュールとしてはソーラーセルによる
温度・湿度センサモジュール、完成品としては人感センサ、ドア窓開閉センサ
＜参考＞図表８．８
製品名

会社名

STM400J
TCM410J

電源なしで動かせる EnOcean 対応モジュール

送受信

電源電圧

接続ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

ｱﾝﾃﾅ

送信

2.1～5.0V

GPIO、ADC
UART、GPIO、
ADC、SPI、I 2 C

外部

USB

内蔵

送受信

2.6～5.0V
ﾊﾞｽ･ﾊﾟﾜｰ

USB400J
STM429J
STM431J
PTM430J
ECO20

EnOcean

XOcean

成田技研

ｿｰﾗｰ発電
送信
ECO200 内蔵
－

電磁誘導発電

送受信

2.6～5.0V

ﾍﾘｶﾙ
－

UART、GPIO、ADC

CS35A3
ｺｱｱｳﾀｯﾌ
UART
資料：CQ 出版社（2017）「Interface 2017 年 9 月号」
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備

考

参考価格

汎用送信ﾓｼﾞｭｰﾙ

4,000 円

汎用送受信ﾓｼﾞｭｰﾙ

4,000 円

PC 用送受信ﾄﾞﾝｸﾞﾙ
ﾏｸﾞﾈｯﾄ･ｺﾝｯﾀｸﾄ･ｾﾝｻ
温度ｾﾝｻ(0～40℃)

5,000 円
5,000 円
5,000 円
2,600 円
5,000 円
1,000 円

ﾎｲｯﾌﾟ

ｽｲｯﾁ･ﾓｼﾞｭｰﾙ用電子基板

内蔵
－

押下回数 10 万回以上
押下回数 100 万回以上
TCM410J 搭載、
XBee ｺﾈｸﾀ互換
TCM410J 搭載

ﾜｲﾔ
内蔵

8,000 円
7,800 円

IoT/トリリオンセンサ時代におけるセンサの捉え方

を提供するとともに、同社の技術は世界中で 150 以上のメーカに採用されてい
る（図表８．７、図表８．８）。
以上のような「IoT/トリリオンセンサ時代」における「センシングの進化」
と「センサメーカ・アプリケーション側への影響」についてまとめると図表８．
９のようになる。
センサデバイス自体の進化に加え、データの加工による価値増大している状
況が示されている。
図表８．９

センシングの進化と価値増大（イメージ）

価値の増大
きい

人工知能等との協働

データ活用
のアルゴリ
ズムの生成
複数のデー
タを組合せ

状態の可視化・数値化

て活用

データ加工
による価値

人間が感知で
価値の分布

きない情報の

特定の箇所の

の可視化・

捕捉

状 態 の 可 視

数値化

センシングの進化
センサデバイス
自体の価値

化・数値化

センシングの進化（時間）
デバイス

データ

センサメーカ・アプリケーション側等の動向
b.(c)情 報 量 の 多 い セ ン サ 活 用 へ
の動き
b.(d) 非 接 触 ・ 非 侵 襲 セ ン シ ン
グ、環境発電等の進展

b.(b) 新 た な 情
報の取得を可
能とするセン
サの開発

資料：ヒアリング調査等をもとに作成
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b.(a)データ領域への事業拡大

日本の「強み」
・「弱み」

８．１．３．センサに関する日本の「強み」・「弱み」
ヒアリング調査等におけるセンサに関する日本（企業・研究機関）の「強み」・
「弱み」をまとめると図表８．10 のとおりとなる。加えて、参考として中国地
域における「強み」・「弱み」も付記する。
図表８．10

センサに関する日本の「強み」・「弱み」（ヒアリンク調査より）
全

デバイス

強
み
（
○
）

弱
み
（
×

）

国
全

般

＜参考＞中国地域

（アプリケーションを含む）

・センサ単体（デバイス） ・
（公的なプラットフォーム 〔デバイス〕
での技術力の高さ
構築にあたっての）日本 ・特定分野における高いシェ
・ 川 下 メ ー カ と の B to B
産業界における企業風土
アを有するセンサメーカ、
取引 による技術水準の高
としての共同体意識の高
独自技術を有するメーカ
さ
さ
の存在
・新たな情報を取得でき る ・
「デバイス」～「アプリケ 〔全般・アプリケーション〕
センサ の開発できる技術
ーション」までの垂直統 ・有力アプリケーション企業
力（画像計測、応力発光
合メーカの存在
（自動車、情報機器等）の
等）
・生産現場等のアプリケー
立地・集積
・画像計測等の情 報量の 多
ションにおける企業の現 ・特徴ある地域での実証実験
いセンサ技 術 等における
場対応力
の場の存在
世界的な優位性
・リアルデータの蓄積・利 ・一部アプリケーションにお
・センシングデバイスを組込
活用の可能性
ける産学連携
んだ機能機器、信号処理
・ソフト ウェア による柔軟
かつ高速な処理
・拡大が見込まれる B to C ・IoT 各レイヤ（センサ、 〔デバイス〕
分野への対応の遅れ
ネットワーク、クラウド） ・地域を牽引する大手センサ
・完璧主義によるコンシュ
間のバリューチェインの
メーカの不存
ーマーに対する“素早
構築
・MEMS、ミニマルファブ施設
く”、“ダイレクト ”、“オ ・標準化の取組み
の未充実
ープン”なアクセ スの欠 ・
（欧米と比較しての）産学 ・センサ関連情報の流通・整
如
連携による研究体制
備不足
・MEMS に関しては一度、日 ・アプリケーションでの発 〔全般・アプリケーション〕
本企業は手放した分野
想力の乏しさ（GAFA など ・国プロ等の先端研究の中央
・
（米国と比較しての）ファ
とのアイデア勝負）
での実施
ブレスの活用
・ パ ー ソ ナ ル デ ー タ の 蓄 ・センサメーカとアプリケー
積・利活用におけるビジ
ション側との交流・開発面
ネスモデルの構築
でのつながり
・市場拡大期を迎えての企 ・センシングや AI 等の分野
業の投資マインド
における人材不足
・材料研究部門 おけるセン ・域内および隣接地域との連
サデバイスの開発への関
携・交流
心の低さ 、 連携不足

資料：ヒアリング調査等をもとに作成
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ａ．強み
センサに関する日本企業・研究機関の「強み」としては、 デバイスの技術水
準の高さ、特に「デバイス」～「アプリケーション」までの垂直統合メーカの
存在、川下メーカとの B to B 取引における多様・高度なニーズ対応による技術
蓄積などがあげられる。さらに、新たな情報を取得できるセンサ、画像計測等
の情報量の多いセンサに関連した技術力の高さが世界的な優位性につながって
いるとされた。
さらに、既に欧米企業にビジネスモデルが確立されているインターネット等
を介して収集されるプライバシー情報を含む「パーソナルデータ」に関連した
分野ではなく、工場における産業機械、自動車、社会インフラ 、環境等の「リ
アルデータ」に関連した分野のプライバシー情報を含まないデータの蓄積・利
活用が強みとして期待されている（図表８．11）。
図表８．11

ｽﾏﾎ

パーソナルデータとリアルデータ

工場

ﾊﾟｿｺﾝ

パーソナルデータ

環境

自動車

リアルデータ

資料：ヒアリング調査等をもとに作成

また、今後、構築が期待される公的なデータプラットフォーム（データ取引
市場）に関しては、日本の産業界・経済界における共同体意識の高さが「強み」
となり、新たなデータビジネスの拡大につながる可能性も示唆された。
ｂ．弱み
一方、センサに関する日本企業・研究機関の「弱み」としては、今後、拡大
が見込まれる「B to C 分野」への対応の遅れ、オープンイノベーションの取組
不足。デバイス・アプリケーション双方における柔軟な発想 不足など日本の企
業風土にも関連した項目が多く挙げられた（図表８．11）。

- 272 -

日本の「強み」
・「弱み」

＜参考＞図表８．12

センサに関する弱みと日本の企業風土

IoT 時代の経営

日本の企業風土（一般）

・オープン

・保守的（クローズ）

・コラボレーション

・自前主義

・創造的

・横並び

・敏捷

・鈍重

・柔軟

・硬直

・本質的

・表面的

・・・・・・

・・・・・・

資料：ヒアリング調査等をもとに作成

また、センサに関連した個々の要素技術や企業の現場における改善力・適用
力は強みとなる一方で、技術・分野の違いを越えた IoT 各レイヤ（「センサ」－
「ネットワーク」－「クラウド」）間のバリューチェインの構築であったり、セ
ンサ市場拡大期を迎えての企業の投資マインド、産学におけるリーダー的人材
などに関しても「弱み」として指摘された。
また、材料研究部門における新たなセンサデバイスの開発への関心の低さ、
デバイス開発者との連携不足があげられた。
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８．１．４．センサ等に求められる機能・課題
センサに関連して求められる機能・課題を「デバイス」、「データ」の視点か
らまとめると以下のとおりとなる。
ａ．デバイス
今後のセンサ等に求める機能・性能としては、アンケート結果においては、
「研
究者・研究機関」
（P174

図表６．17）では「１位：小型化」、
「２位：低価格化」、

「３位：高精度化」が上位に、概ねユーザである「企業（製造業）」（P190

図

表６．38）では「１位：低価格化」、「２位：高精度化」、「３位：小型化」が上
位となっており、順序こそ異なるものの、ほぼ同様の項目となっている。
研 究者 の 研究 開発 内 容と セン サ に求 める 機 能・ 性能 を クロ スし た 結果 では
（P174 図表６．18）、「小型化」はセンサ種類・技術区分に関わらず共通的な要
求性能となっている。「物理センサ技術」では「低価格化」、「化学・バイオセン
サ技術」では選択性等を含めた「高精度化」、
「MEMS 技術」、
「ネットワーク技術」
では「低価格化」、「省電力化」を求める傾向がみられた。
ヒアリング調査において言及された機

図表８．13

センサに求める機能・性能

能を集計すると、概ね「１位：低価格化」、
「２位：小型化」「３位：低消費電力化」
の順番である。次いで「４位：高精度化」、

小型化
低価格化

センサ

「５位：耐久性」があげられた。その他
にも「ハイブリッド化、コンボ化、モノ

低消費電力化

高精度化

リシック化、一体化」、「低環境負荷（生
分解、生体適合）」等が挙げられた。

以下、主要な項目について主な関連コメントを紹介しておく（図表８． 14）。
図表８．14
項

センサ等に求められる機能・課題

目

コ

メ

ン

関連コメント

ト

低価格化

・「低価格化」と「高精度」のトレードオフの解消が求められる一方で、産業機器等の
ミッションクリティカルな機器では「低価格化」よりも「精度」・「耐久性」が優先
される（新川センサテクノロジ 榎木氏）。
・現行の 1/1000 程度のコスト低下を視野に「MEMS」から「印刷」技術へのシフトがメ
インシナリオとなっている（産業技術総合研究所 寺崎グループ長）。

小型化

・
「MEMS」については IC と比較して 15 年遅れでムーアの法則が当てはまっており、更
なる「小型化」、「高性能化」等の余地とともにそのトレンドは当面続く （兵庫県立
大学 前中教授）

高精度化

・現在の力学センサ（圧力センサ、触覚センサ等）は、力学的精度という観点では不
十分であり、人間の五感を正確に再現するには至っていない（広島大学 藤本教授）

耐久性

・低価格化 ＝「100 円センサ」という流れがあるが、一方、人体、インフラに埋込む
ための耐久性 ＝「100 年センサ」という流れもでてくる（兵庫県立大学 前中教授）

資料：ヒアリング調査等をもとに作成
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「低価格化」に関しては「高精度化」とのトレードオフの解消とともに、セ
ンシング対象の広がりに対応し、プリンテ

図表８．15

価格と精度（イメージ）

ッド・エレクトロニクス等の「低価格化」
につながる新 たな デバ イス作製 技術 の展
開が期待されている（図表８．15）。
「小型
化」に関連しては、MEMS センサにおいて
IC における微細加工技術の横展開が積極
的に図られることが期待されている。
アプリ ケー ショ ン 別 に センサ に求 める
機能・課題をまとめると図表８．16 のと
おりとなる。自動車、医療（ヘルスケアは

産業機器用

高
←
精
度

◎

新たな技術 センサ

新たな技術
汎用センサ

→
低

×

○
低

←

○

価格

→高

除く）分野等では一義的に「人命・安全」等の関わりから、高い「信頼性」が
求められている。
屋外で使用する農業、インフラ分野等では「耐久性」、
「通信」、
「電源（確保）」
が課題とされた。
図表８．16
分

野

用途別

センサ等に求める機能・課題（ヒアリング調査より）

主なセンサ

センサ等に求める機能・課題

自動車

CMOS/CCD センサ、超音波セン
サ、圧力センサ、磁気センサ、
加速度センサ、角速度センサ、
ひずみゲージ、GPS 等

〔安全制御用途〕
高応答性、低遅延性、信頼性、耐久性
複数センサ利用によるセンサフュージョン技術

医療・ヘ
ルスケア

温度センサ、湿度センサ、ひず
みゲージ、加速度センサ、ガス
センサ、バイオセンサ 等

【医療】〔身に付けたり、体内に埋め込むため〕
生体適合性、耐久性
〔使い捨て〕低価格化
〔スマホへの搭載〕小型化
【ヘルスケア】医療ほど高精度は求められない

温度センサ、バイオセンサ、湿
度センサ、フォトダイオード、
位置センサ、GPS 等

〔屋外で使用のため〕耐久性・耐環境性、通信、電源
〔普及のための〕
（精度よりも）低価格化、直観的な UI

農

業

食品加工
インフラ

CMOS/CCD センサ、温度センサ、
位置センサ 等
圧力センサ、ひずみゲージ、振
動センサ、磁気センサ、加速度
センサ、位置センサ 等

CMOS/CCD センサ、加速度セン
サ、角速度センサ、磁気センサ、
（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等） 圧力センサ、指紋センサ等
情報機器

非接触、親和性の高い異物発見、品質維持、歩留削減
（屋外で使用のため）耐久性、通信、電源
（指紋センサ）近年普及するも、金融機関・医療分
野等の精度は求められていない
（全般的）技術的には成熟 。デバイスの技術進歩よ
り、新たなアプリケーション発掘に注力

資料：ヒアリング調査等をもとに作成

また、物理センサを中心に多くのセンサが使用されているスマートフォン等
の情報機器分野においては「指紋認証」・「顔認証」等の技術を除き多くのセン
サ関連技術は成熟しており、センサ自体の機能向上よりも既に搭載されている
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求められる機能・課題

センサを用いたアプリケーションを開拓する局面であるというコメントがみら
れた。
その一方で、汎用品分野（LED 蛍光灯、手摺等）においてセンサ（紫外線セン
サ）を付加し、新たな機能を付与することにより他社製品との「差別化」、「高
付加価値化」を図る動きもみられた。
ｂ．データ
IoT/トリリオンセンサ時代においてはデータを処理し、最適解を導き出すた
めの AI の活用等などソフトウェア面での強化の必要性が多く指摘された。また、
設備・構築物の保全・管理等に関連して、ビッグデータ をベースに AI による解
析・診断と既存の理論体系との融合や現時点では予測できない事象に対する 新
たな予測方法の確立への期待がみられた。
センサにより収集されるデータに関しては加工（比較・相関等）することで価
値が生まれ、加工すればするほど価値が付加されるが、最適解を導出するために
は適切なデータセットの確保が不可欠であるともされた。
現在、生体センシング等のデバイス開発が盛んに行われる先端分野において
も、デバイスにおける今後の技術的な進展と合わせ、データ処理・解析の重要
性も高まるとされた。
ただし、AI 等を活用し、最適解を導出する場合でも、その前提となる「どの
ような世界に行き着きたいのか」、「何を優先すべきか」については人 間の意思
によることを留意すべきとのコメントもみられた。
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８．１．５．センサ利活用の有望分野
センサの有望分野はその種類と同様に多岐に及ぶ 。トリリオンセンサに関連
して、2013（ 平成 25）年の TSensors Summit で示されたロードマップ（＝「TSensors
Roadmap」）では「健康」、
「ロボットとの共生」、
「環境」、
「食糧」、
「エネルギー」
が主な活用先として挙げられているが、ヒアリング調査においても、ほぼ同様
の結果となっている。具体的な有望分野とそのための視点、関連した注目ツー
ル・技術を取りまとめると図表８．17 のとおりとなる。
図表８．17
視
「
形
式
知
」
化

ｂ
．
「
暗
黙
知
」
の

点
ａ
．
人
手
不
足
対
応

分

センサ関連の有望分野（ヒアリング調査等より）
野

製造業（工場）

用

関連注目
ツール・技術

途

自動 化、 設備 モニ タリ ン
グ、 予知 ・予 防保 全、 設
備・工場連携、技術伝承

ロボット
AR/VR

農林水産業

科学的農業、ブランド化、 ロボット
６次産業化、作業軽減
ドローン

医療・ヘルスケア・
介護

快・ 不快 、痛 み・ 快感 な
どの 感性 評価 、生 体セ ン
シング

ｳｴｱﾗﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ

ｃ．五感の
深化・拡張

環境

（超）極限環境
ｄ．公共領域
（社会的課題/
非個人情報）

ｅ．輸送・物
流

ｆ．その他

遠隔医療
ﾊﾞｲｵﾐﾒﾃｨｸｽ
BMI
ロボット

環境メカニズムの解明、
環境学習
環境負荷低減
オゾ ン層 の測 定、 宇宙 空
間に おけ る紫 外線 発電 、
原子力発電所の廃炉作業

防災・セキュリティ

災害予測、火災予防

社会インフラ

インフラモニタリング

自動車

自動運転、運転支援、安
全制御、衝撃検査

宇宙・航空機
鉄道

特種用途、検査

スポーツ・アート

運動 サポ ート 、ス ポー ツ
動作 解析 、イ ンタ ラク テ
ィブサウンドアート 48

ドローン
ロボット

自動運転
－
ｳｴｱﾗﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ

ヒアリングにおける
特徴的なセンサ

振動センサ
画像センサ
味覚センサ
水位センサ
土壌センサ
温度・湿度センサ
カテーテル型呼吸
センサ
絆創膏型センサ
体内埋込型センサ
レーザ計測
尿素水識別センサ
水質測定用センサ
ダイヤモンド半導
体（センサ）
紫外線センサ
レーザ計測
水位センサ
応力発光
画像センサ
振動、ひずみ、加
速度センサ
変動加重センサ
MEMS 全般
地点検知センサ
加速度センサ
（funband）

資料：ヒアリング調査等をもとに作成

ａ．人手不足分野（製造業、農林水産業、介護等）
労働者人口が減少するなか、製造業、農業、介護等の分野における労働力の
48

メディアアート分野においてセンサを用いて観客や聴衆が作品に参加できるもの
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補完的役割、質的向上に向けセンサを利活用することが有望視されている。特
に他地域に先駆け人口減少が開始している中国地域においては当該分野におけ
るセンサ利活用への期待は高い。
製造業においては「工場における予知・予防保全」、
「機器のネットワーク化」、
「産業ロボットの活用」等のスマート化が期待されている。また、大規模プラ
ントの場合、主要機器を中心としボトムアップで情報が集約されるシステムが
構築されているが、下位レイヤである周辺機器までセンシングの対象とする動
きが一部でみられる。中国地域にはコンビナートにおいて大規模プラントが多
く立地するが、各機器のスマート化が図られ、ネットワーク階層の違いを意識
せず、フレキシブルなオペレーションが可能となれば、他地域との差別化につ
ながるとの意見もみられた。
農林水産業も同様に外国人研修生の活用等も含め他の分野に先駆けて労働力
確保という課題に直面しており、センサシステムの導入により解決・軽減を図
ることにより、他の多くの分野への横展開が可能ともされた。
ｂ．「暗黙知」の「形式知」化（製造業、農林水産業）
ａ．に関連して農林水産業、中小工場の生産ライン等において作業者の経験
や勘に頼っていた「暗黙知」の「形式知」化が重要とされた（図表８．18）。ま
た、そのことがデータに基づいた科学的な農業等は農作物のブランド化、地域
自体のブランドにつながるとの意見もみられた。
図表８．18

ヒト

ＡＩによる「暗黙知」の「形式知」化（イメージ）

技能継承・現場カイゼン

センシング

個人の技能向上

現象のデータ化

設備の効率的運用・連携
及び体系的な人材育成

データ解析・マイニング

経営リソースの最適化

AI

全体プロセスのモデル化

資料：ヒアリング調査等をもとに作成

ｃ．五感の深化・拡張（医療・ヘルスケア、介護）
医療・ヘルスケア分野においては健康管理や病気予防に向けてのセンサによ
る生体情報の収集が多様化するとともに、MEMS 技術の応用によりスマートフォ
ン、ウェアラブルデバイスへの搭載が可能となったことで大きく用途が広がっ
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ている。また、見守・緊急通報サービス、介護支援ロボット等においてもセン
サの利活用が見込まれ、高齢者が健康で長生きするための自律支援先進国とし
て世界に先駆けて対応していくことが求められている。さらに「 快・不快」、
「痛
み・快感」などの感性評価の分野でも研究開発の進展が期待されている。
その一方で、実際の機器開発等にあたっては 医工連携における工学部の“性
能”重視と医学部の“安全性”・“信頼性”重視の価値観の相違や要求水準の厳
しさが留意点として指摘された。
ｄ．公共空間（環境、防災・セキュリティ、社会インフラ）
データ制約のあるプライバシー情報に抵触しない「公共空間」における セン
サ利活用に関連して、「環境」、「防災・セキュリティ」、
「社会インフラ」等の分
野が有望視されている。地球規模で社会問題の解決を目指すトリリオンセンサ
の趣旨に合致するものである。
さらに、
「環境」に関しては地域における自然・環境メカニズム解明とともに、
第一次産業や観光分野への展開が期待されている。「防災・セキュリティ」に関
しては異常気象の頻発などを背景に災害対策は重要性が高まるとされた。
ｅ．輸送・物流（自動車、航空機・宇宙）
世界的に自動車の需要が拡大を続けているほか、運転支援や燃費向上などを
目的として車両１台あたりの搭載センサ数は拡大を続けている。さらに、自動
車産業は中国地域の基幹産業であり、地域産業に及ぼす影響も大きい。その他
にもセンサの利活用により倉庫内物流、拠点間物流の効率化へ寄与することも
期待されている。
また、MEMS 技術に関連して、当該技術は基本的に大量生産による低価格化を
指向するものではあるが、航空機・宇宙分野等においては特殊品ニーズへの対
応の余地も示唆された。
ｆ．その他
センサのスポーツ分野における運動サポートや動作解析、アート分野におけ
るインタラクティブサウンドアート等の利用や地域において実証試験を経て全
国へ展開する事例もみられた。
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８．１．６．産学連携
センサ関連の産学連携に関して“産”、“学”双方の立場から相手方へのニー
ズをまとめると以下のとおりとなる。
ａ．“産”から“学”へ
センサを含め IoT 分野はイノベーションのスピードが速いとされるが、産学
共同による研究開発においては“産”と“学”ではスピード感が異なる点が課
題とされた。ライフサイクルの短い情報機器等の開発よりも、 足の長い基礎的
な研究を共同で行うとの意向を示す企業もみられた。
さらに、IoT/トリリオンセンサ時代においてはセンサの価格も重要な要素の
一つとなるが、産学共同による研究開発においてはコスト面での考慮が十分に
なされず、実際の事業化に結び付きにくいとの指摘もなされた。
その一方で、一般的に中小メーカにとって産学連携は敷居が高いとされるが、
大手メーカにはない機動力や特定分野での強みを有し中央の研究機関と共同開
発を実施している事例もみられた。
ｂ．“学”から“産”へ
センサアプリケーションに関して幅広い展開が期待されることもあり、“学”
側も研究室に閉じこもることなく、具体的な地域課題を、プロジェクト形式に
より地域企業と連携しつつ解決するといった、地域との共創や Win-Win 関係の
構築へとつなげていくことへの期待がみられた。
また、IoT の世界は“早い者勝ち”の世界でもあり、有益な新規センサ開発に
注力するとともに、開発後は速やかに上市すべきとされた。顧客ニーズに接す
ることによりセンサ性能や製造技術の向上につながるためである。
一方で、大学発ベンチャー等の経験から、“学”における研究シーズの事業化
においては販路開拓・営業支援が不可欠であり、特に、販路を有する機器メー
カ等との繋がりが重要とされた。
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８．１．７．人材
IoT/トリリオンセンサ時代を迎えての地域における人材像としては「センシン
グシステム全般の俯瞰できる人材」、「地域展開を主導するリーダー人材」が期待
されている。また、そのための基礎となる教養・倫理観の涵養も求められた。
ａ．センシングシステム全般の俯瞰できる人材
今日のセンシングシステムは「デバイス」～「ネットワーク」～「クラウド」
と広範囲に及ぶため（図表８．19）、「デバイス」関連の研究者・技術者であっ
ても、これらの広範囲な領域を俯瞰的に把握しつつ、さらに「クラウド」、「エ
＜参考＞図表８．19

センサ利活用に求められる技術力（イメージ）

データ蓄積・解析

データ収集
real
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ー
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ｾﾝｻ(ﾃﾞﾊﾞｲｽ､
ﾓｼﾞｭｰﾙ)

現実世界へ（制御・ｻｰﾋﾞｽ）

digital ▷ Intelligence

digital

ｴｯｼﾞ

ﾌｫｸﾞ

ﾓﾊﾞｲﾙ端末

Intelligence

AI

ｸﾗｳﾄﾞ

EC

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ

ﾓﾊﾞｲﾙ端末

ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ

ﾈｯﾄﾜｰｸ

▷

real

ﾛﾎﾞｯﾄ
MES

ﾈｯﾄﾜｰｸ

プロジェクトマネージャー(全体俯瞰)

主
な
人
材

デバイス
開発者

･
教
養

ﾈｯﾄﾜｰｸ
技術者

ﾈｯﾄﾜｰｸ
技術者
デバイス
作製技術

セ
ン
サ
利
活
用
に
必
要
な
ス
キ
ル

データ解析・活用技術者

組込み技術者

（物理、化学、
MEMS 技 術 ）

アプリ・実装技術

データ分析力

ﾈｯﾄﾜｰｸ技術

顧客（製品）分析・企画力

ﾈｯﾄﾜｰｸ技術

自立電源技術
ウェブ技術
データベース技術
情報セキュリティ技術
システム基盤技術
ソフトウェア工学・オープンソースソフトウェア
システムアーキテクト・デザイン力

基礎工学・論理的思考・倫理観
資料：ヒアリング調査等をもとに作成
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スマートデバイス

人

材

ッジ（or フォグ）」、
「デバイス」等の間で機能分担の最適化を図ることが期待さ
れている。
言い換えれば全体俯瞰と構成要素の繋がりを意識しつつ、実効性のあるシステ
ムの実現に向けレイヤを越えたバリューチェインを構築できる人材、アプリケー
ションに応じた最適なセンシングシステムをデザインできる人材が必要とされた。
ｂ．地域展開を主導するリーダー人材
地域におけるセンサ利活用の展開やセンサデータに関するプラットフォーム
構築にあたっては、地域の将来像を明確に描き、ファシリテーションに長けた
人材が求められた。一組織の「自前主義」には限界があるため、地域の実情に
長けている組織（NPO 等）との連携を図るべきとされた。
さらに、リーダーとなる人材が不足している場合は、必要に応じ域外から招
聘も検討すべきとの意見もみられた。
ｃ．基礎的な教養・倫理教育
IoT においてみられるように今日の産業構造は、単一構造から異分野横断・融
合的な形態へとシフトしつつある。このような構造変化に柔軟に対応するため
には、陳腐化の激しい先進的分野だけでなく、基礎的な学問・教養や論理的思
考法を身に着けることが重要となってくる。
さらに、今後のセンシングのトレンドでもある“さりげない”センシングが
進展すれば、悪用されるリスクが高まるとともに、悪用時の社会的影響も甚大
となる。よって研究者・技術者に対しセンシングに関する知識だけでなく、自
らが作ったものが社会に危害を及ぼさないよう、倫理教育も不可欠 とされた。
ｄ．多様な人材交流とサポート人材の強化
その他人材面に関連しては、大学とセンサメーカ等の若手研究員の交流およ
び実用的な産業人材の養成やデバイスメーカにおける女性人材の活用を求める
声もあった。
行政・産業支援組織等に対しては技術・市場に対する目利き能力の更なる向上
や真に社会貢献につながるテーマを選定できる能力の具備を求める意見がみられ
た。
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地域展開の方向性

８．２．中国地域におけるセンサ利活用の地域展開の方向性
８．２．１．３つの「方向性」と１つの「基盤整備」
前項のアンケート・ヒアリング調査をもとにした「まとめ」を踏まえ中国地
域におけるセンサ利活用の地域展開の「方向性」として以下の３項目を抽出す
る（図表８．20）。
方向性①：デバイス関連の研究開発・事業展開の更なる深化
方向性②：デバイス分野とアプリケーション分野との交流促進
方向性③：地域特性を活かしたアプリケーション開発
また、３つの「方向性」を持続的に実施するにあたって必要な 地域における
「基盤」に関連した支援策・環境整備について記載する（図表８．20）。
基盤整備：地域における利活用に向けた地域基盤の底上げ
以上の３つの「方向性」と１つの「基盤整備」をセンサ利活用における地域
展開に関する提言とする。
図表８．20
デバイス

センサ利活用の地域展開の方向性
アプリケーション

〔方向性②〕
デバイス分野とアプリケ
ーション分野の交流促進

〔方向性①〕
デバイス関連の研究開発
・事業展開の更なる深化

〔方向性③〕
地域特性を活かしたアプ
リケーション開発

〔基盤〕地域における利活用に向けた地域基盤の底上げ【短～長期期】

センサ利活用の地域における展開
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８．２．２．取組施策
「方向性①～③」、「基盤整備」に取組施策を結びつけると、図表８．21 のと
おりとなる。地域において産学官が連携し、「研究開発」、「社会実装」「人材育
成」等においての三位一体での展開が期待される。
なお、具体的な取組内容については「８．３．各取組みの方向性における個
別施策」において説明する。
図表８．21

取組みの方向性と取組施策
時

区

分

8.3.1
〔方向性①〕
デバイス関連
３ の研究開発・
事業展開の更
なる深化

つ

8.3.2
の 〔方向性②〕
デバイス分野
とアプリケー
方 ション分野の
交流促進

向

8.3.3
〔方向性③〕
性 地域特性を活
かしたアプリ
ケーション開
発

8.3.4
基 〔基盤整備〕
地域における
利活用に向け
盤 た地域基盤の
底上げ

取 組 施 策

短

期

期

中長期

（概 ね 1～2
年以 内 ）

（概 ね 3 年
以上 ）

中心的な役割
産

官

ﾃﾞﾊﾞｲｽ ｱﾌﾟﾘｹ
ﾒｰｶ

学

ｰｼｮﾝ

（公 設 試 ・
支援 機 関 を
含む ）

a. 新 た な デ バ イ ス 開
発・標準化の推進・支
援

○

○

○

b. セ ン サ 情 報 の 高 度
化・提供機能の強化

○

○

○

a.デ バ イ ス 分 野 と ア プ
リケーション分野の
交流の場の設置

○

○

○

○

b.地 域 情 報 プ ラ ッ ト フ
ォームの創設

○

○

c. セ ン サ に 関 す る 支
援・コーディネート機
能の強化
a.地 域 実 証 試 験 プ ロ ジ
ェクトの推進

○

○

b. 地 域 セ ン サ メ ー カ に
とって好ましいアプ
リケーションの開拓

○

○

a.セ ン サ 関 連 情 報 の 積
極的な発信

○

○

b.センサ利活用のインセ
ンティブの付与、社会
システム形成の促進

○
○

○

○

○

○

○

○

c.階 層 的 な 人 材 育 成 の
実施

○

d.隣接地域との交流・広
域連携の推進

○
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○

○
○

○

○

○
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８．３．地域展開の方向性における個別施策
８．３．１．デバイス関連の研究開発・事業展開の更なる深化
ａ．新たなデバイス開発・標準化の推進・支援
～大学、公設試等の技術・研究シーズの活用の推進～
ヒアリング調査等でみられたがデバイスメーカ・研究機関の方向性の一つとし
ては既存センサでは対応できない新たな情報の入手を可能とするセンサの開発を
行い、
「業界」→「国内」→「国際」標準の確立を目指す動きである（ヒアリング
調査の事例：図表８．22）。
図表８．22

味覚センサ

尿素水識別センサ

資料：インテリジェントセンサーテクノロジー
ホームページ

資料：サンエー

ホームページ

センサ開発に関しては、物理センサが光や音波など“単一”の物質の物理量
を測定するのに対し、化学センサが“味”や“臭い”に含まれる数千、数万の
化学物質を総合的に判断し、電気信号として出力するため、相対的に難易度が
高く、その開発が遅れてきた。しかし近年では「低炭素化／地球環境対策」、
「安
全・安心」、「快適性・健康」への関心の高まりから新たな化学センサの開発の
進展が期待されている。
化学センサの受容部（アクセプタ：図表８．23）には「無機材料」よりも「有
機材料」を使った方が検出できる化学物質が広がり、選択性が高ま る傾向があ
るが、近年、数多くの有機材料の合成方法が新たに開発され、センサ材料とし
て求める機能を有する有機材料がより容易に入手できるようになっている。
図表８．23
検出物質

分子識別応答
アクセプタ
受容体
酵素
抗体
微生物
脂質膜
組織
DNA

化学センサの原理
信号変換部
トランスデューサ
[変位量]
電気
熱
光
質量
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[変位量]
⇒
⇒
⇒
⇒

電極・半導体
サーミスタ
光検知素子
圧電素子

健康・医療
食品・発酵
環境管理
ｾｷｭﾘﾃｨ

電気信号
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このような流れの中、例えば、大学・研究機関における「材料研究」側と「デ
バイス作製」側との連携や大学・公設試験研究機関の技術シーズの企業への移
転等により「新たな情報が取得できるセンサ」、「人間が感知できない情報が捕
捉できるセンサ」の開発につなげることが期待される。 加えて、大企業で死蔵
されている知財の中堅・中小企業への移転・事業化、新たに開発されたセンサ
の標準化に繋げる戦略的な知財戦略、標準化の支援が求められる。
アプリケーション側でのアイデア・データが重要視される中、反対に地域に
おいてものづくり技術を発掘・磨きあげることにより、地域の「 強み」とする
動きでもある。
ｂ．センサ情報の高度化・提供機能の強化
全国的には IoT/トリリオンセンサ時代を迎えセンサメーカは提供ラインナッ
プの拡充のため、他のセンサ・半導体メーカ等の M&A の動きがみられるが、中
国地域にはメガサプライヤが不在であるため、大規模な M&A が見込まれる状況
にはない。
そのような中、中国地域のセンサメーカ・研究機関の動きとしては、センサ
から取込んだデータに認識・分析・解釈等をする情報の高度化や提供機能の強
化がみられた（図表８．24）。
図表８．24

センサ情報の高度化
〔イメージ〕温度（体温）の場合

容器
検
知

変
換
・
処
理

認
識
・
分
析

解

活

釈

用

解釈

病気である

認識・分析

平時より高い

物理量

温度

の場合）
資料：ヒアリング調査等をもとに作成

このようなセンサ情報の高度化に関しては、企業におけるデータ解析に関す
る人材教育のサポート等が期待される。
また、ヒアリング先のデバイスメーカの中には、自ら製造したセンサを地域
に設置するとともに、データ提供事業への進出を検討する企業もみられ た。こ
のような動きに対し、公共空間におけるセンサ設置場所の提供等が期待される。
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８．３．２．デバイス分野とアプリケーション分野の交流促進
〔ユーザニーズの反映、エコシステムの構築〕
ａ．地域におけるデバイス分野とアプリケーション分野の交流の場の設置
アンケート・ヒアリング調査においてはデバイス 分野とアプリケーション分
野の交流への期待も多くみられた。全国・中国地域では特定のアプリケーショ
ンに関する交流の場は多々あるものの、センシング技術を中心に産学・産産交
流を行う組織は多くない。
例えば、全国的には「（一社）次世代センサ協議会」、地域においては他地域
事例調査の訪問先である大阪産業技術研究所が事務局を務める「センシング技
術応用研究会」が挙げられる。この研究会は定例的な研究例会、技術実習講習
会の開催に加え、産学連携のもと「知能化センサ共同開発構想」の提言や「ス
ーパーアイ・イメージセンサ研究プロジェクト」等のプロジェクトの組成を実
現化している。
中国地域においても、組織の設置・形態等はともかくも、産学が連携したデ
バイス分野とアプリケーション分野の交流・情報交換、センサ技術に関する共
同調査・研究開発を通じて、アプリケーション分野のニーズを反映したデバイ
ス開発が促進され、地域におけるセンサ利活用の推進につながることが期待さ
れる（図表８．25）。
図表８．25
支援機関

デバイス分野とアプリケーション分野の交流の場
アプリケーション
製品の機能・性能の向上、新たな用途の開拓

マ
ッ
チ
ン
グ
支
援

研
究
開
発
支
援

業種毎のニーズ提供
自動車

情報機器

環境

ロボット

情報交換・交流
人
材
育
成
支
援

センサメーカ/研究者

センサ製品・技術シーズ情報の提供

用途に応じた最適なセンサの開発・提供

デバイス
資料：ヒアリング調査等をもとに作成

ｂ．地域情報プラットフォームの創設
“情報”は集約・加工することで累乗的に価値が高まる性質を有しているた
め、様々な種類のデータが集約化され、容易に加工できる環境が導出されるこ
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とが好ましい。そのため、センサから取得できるデータを同一規格で同一サー
バに保管するセンサ情報のプラットフォーム（＝データ取引市場）が構築され
ることが期待されている（図表８．26）。
図表８．26

センサメーカとプラットフォーム

従来のセンサデータの流れ
ア
プ
リ
ク
ラ
ウ
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

デ
バ
イ
ス

アプリ

アプリ

新たなセンサデータの流れ
※用途拡大

アプリ

自動車

建機

ﾍﾙｽｹｱ

運転情報
提 供ｻｰﾋﾞｽ

稼働状況
管 理ｻｰﾋﾞｽ

健康状況
管 理ｻｰﾋﾞｽ

環境

アプリケーション

ｲﾝﾌﾗ
データ

データ

データ

自動車
メーカ

建機
メーカ

医療
機関

通信キャリア
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

通信キャリア
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

データ共同利用
＝プラットフォーム
※競争激化

製造業
交通

通信キャリア
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

カ
ー
ナ
ビ

レ
コ
ー
ダ

ド
ラ
イ
ブ

建
設
機
械

ド
ロ
ー
ン

ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル

通信キャリア
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ス
マ
ホ

血
圧
計

ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル

自
動
車
（
工
場
等
〕

セ
ン
サ
端
末
〔
私
的
空
間

農業

ﾃﾞｰﾀ提供
セ
ン
サ
端
末
（
公
共
空
間
）

（
セ
ン
サ
メ
ー
カ
設
置
）

セ
ン
サ
端
末

利益還元

リアルデータ
を中心に

プラットフォームの意義
①データ加工による付加価値を極大化する場
②データ使用者がクリエイティビティーを発揮し、新たなサービス・製品等を創出する場
③センサ自体とそれが生み出す価値の乖離に対し、二つの価値を同期化させる場
資料：ヒアリング調査等をもとに作成

このプラットフォームはデータ加工による付加価値を極大化させる場であり、
さらに、データ使用者がクリエイティビティーを発揮し、新たなサービス・製
品等を創出する場でもある。さらに、センサ自体とそれが生み出す価値の乖離
に対し、二つの価値を同期化させる場としても機能する。
そのため、行政・経済団体・産業支援組織等にはリアルデータを中心とした
プラットフォーム設立へ向けた中立的機関として関係機関への働きかけやプラ
ット フォ ー ム充 実の た めに 環境 ・ イン フラ 等 に関 する 公 共部 門 の 有 する 非公
開・非個人情報等の提供（図表８．26）が期待される。
また、以上のようなプットフォームは情報量が大きいほど付加価値が高まるが、
一方でデータ提供にあたっての企業間の障壁も高まる。そこで、スタートとして
地域の課題解決に資する地域版データプラットフォームの創設も考えられる。
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現在、プラットフォームの構築、データ流通・連携、公共部門のデータ公開等
に向け、官民双方においてルール等に関する「ワーキンググループによるとりま
とめ」、連携に向けた「官民対話」、
「業界団体の立上げ」などの取組みがみられ（図
表８．27）、情報のオーナーシップ、価値配分、プライバシー、公平性の確保を踏
まえた仕組み作りへの機運が高まっている。
図表８．27

プラットフォームの構築、公共部門のデータ公開等の取組み

組
区分
IoT
全般

省庁
内閣
官房
経済
産業
省

部
局
日本経済再生総合事
務局

行
政

特定
分野

団

会

議

体

未来投資会議

日本経済再生総合事
務局

構造改革徹底推進会合
「第４次産業革命」会合

IT 総合戦略室

データ流通環境整備検討会
└IoT・AI 時代におけるデー
タ活用 WG
└オープンデータ WG

情報銀行等の推奨指針、官
民一体となったデータ流通
の促進

内閣
府

総合科学技術・イノベ
ーション会議

専門調査会
└システム基盤技術検討会

Society5.0 実現に向けた PF
連携技術の検討

科学技術イノベーシ
ョン総合戦略
（2017.6）

総務
省

情報通信国際戦略力
└情報通信政策課

情報通信審議会
└情報通信政策部会
└IoT 政策委員会
└基本戦略 WG
└データ取引市場等 SWG

データ取引市場に関わるル
ール整備、分野横断的なデ
ータ連携環境の整備

とりまとめ
（2017.7）

経済
産業
省

商務情報政策局
└情報経済課
└情報通信機器課

産業構造審議会
└商務流通情報分科会
└分散戦略 WG

公正取引委員会

データと競争政策に関する
検討会

厚生労働省

保健医療分野における ICT 活
用推進懇談会

国土交通省

公共交通分野におけるオー
プンデータ推進に関する検
討会

経済産業省

気象ビジネス推進コンソー
シアム

IoT 推進コンソーシアム

データ流通促進 WG
└データ連携 SWG

体

間

第４次産業革命の推進、
Society5.0 実現
第４次産業革命による新た
な成長と産業構造・就業構
造の変革
共有可能なデータを増や
す、データが流通するため
のインフラ整備

まとめ等
(公表年月)
未来投資戦略
2017(2017.6)

産業構造審議会
└新産業構造部会

データポータビリティ・情
報銀行等のアプローチによ
るハイブリッドなデータ流
通システムの実施
データの収集・利活用に関
する競争政策及び独占禁止
浮上の論点整理
患者・国民本位のオープン
な基盤整備、産学官のデー
タ利活用を推進
公共交通分野におけるオー
プンデータの推進に向けた
機運醸成
IoT や AI 等の先端技術を活
用した新たな気象ビジネス
の創出・活性化
データ流通を促進するため
の「データ流通ハブ」の役
割、機能、ルール等の検討

データ流通事業者等の運用
基準、技術基準の策定等
エブリセンスジャパン、オムロン、データエクスチェンジコンソーシアム
データ流通協議会

民

検討項目

経済産業政策局
└産業再生課

内閣
官房

データ
流通
（公開
・
取引
全般）

織

資料：各種資料より作成

- 289 -

新産業構造ビジョン
（2017.5）

中間とりまとめ
（2016.11）

報告書（2017.6）

提言書（2016.10）

中間整理（2017.5）

データ流通プラット
フォーム間の連携を
実現するための基本
的事項（2017.4）
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ｃ．センサに関する支援・コーディネート機能の強化
センサ関連の技術進歩・アプリケーションの広がりが加速化する中、公設試
験研究機関、産業支援機関の支援・コーディネート機能の強化が期待されてい
る。アンケート調査ではセンサ技術に関する相談先が不明であることや、サポ
ート体制が十分整備されていないため「スタートとして何をしたらいいか分か
らない」との意見もみられた。

図表８．28

このような状況に対し、産学金官

支援・コーディネート機能
の強化（イメージ）

が連携し、身近に相談できる窓口の
遣等により企業の取組意欲を研究開

支援
機関

金融
機関

設置、技術研究会の開催、専門家派

公設試

企業

NPO

発・事業化へと結付けることが期待
される（図表８．28）。また、支援側
ではサポート人材不足への対応、目

事業化支援・人材育成支援

利き能力の向上も求められており、

専門化派遣・技術研究会

サポート人材の確保・教育に加え、
窓口機能

OB/OG のシニア人材が培ってきた技
能・ノウハウの活用、シニア人材に
より構成される産業支援型 NPO の活

支援サービスの提供

用等も検討が求められる。
さらに、これら支援組織を連携し、

資料：ヒアリング調査等をもとに作成

地域において拠点化することにより、広域的に企業ニーズの発掘や大学・研究
機関のシーズとのマッチングを図ることも期待される。
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８．３．３．地域特性を活かしたアプリケーション開発
ａ．地域実証試験プロジェクトの推進（地域資源・地場産業との結び付け）
（ａ）環境センシングプロジェクトの立上げ
IoT/トリリオンセンサ時代を迎えセンサが従来よりも安価に入手することが
でき、これまでコストや手間の観点から利活用が困難であった研究者や中小企
業においても手軽にセンシングを実施できる環境が整いつつある。
このような状況を背景に地域における特徴的なエリアや地域資源を活用した
「環境センシングプロジェクト」を立上げることにより、地域の環境・生体メ
カニズムの解明、国土管理の質的な向上等が実現可能となる。さらに、農林水
産業等の関連産業への科学的手法の導入による生産性向上、地域ブランド化・
六次産業化、インバウンド需要との結び付け等の地域振興への展開が 期待され
ている。また、地域センサメーカは地域ニーズを汲取りながら最適なセンサの
提供が役割となってくる（図表８．29）。
図表８．29

地域における「環境センシングプロジェクト」（イメージ）

デバイス

アプリケーション
環境

産業振興

環境・生体メカニズムの解明

技術力向上

防災

最適なデバ
イス提供

（例）瀬戸内海、鳥取砂丘、中国山地

国土管理の質的な向上
産業振興

地域振興

農林水産業の生産性向上
地域ブランド化・六次産業化
※構成メンバー、センシングの進め方は
図表８．30、図表８．31 を参照

インバウンド需要の取込

資料：ヒアリング調査等をもとに作成

「環境センシングプロジェクト」の候補地としては、他地域ヒアリング調査
等においては、瀬戸内海、鳥取砂丘、中国山地等が挙げられた。また、中国地
域ヒアリング調査においては、地域の公設試験研究機関である鳥取県衛生環境
研究所が東条湖（鳥取県）「赤潮・アオコ」発生のメカニズム解明により、地域
住民の生活環境の向上、漁業振興に寄与する取組事例がみられた。
また、
「環境センシングプロジェクト」においては地域資源に精通している農
林水産業・環境系等の公設試験研究機関と工業系の公設試験研究機関が連携し
たアプリケーションの開拓により早期の実用化、地域の独自性発揮につながる
ことも期待される（図表８．30）。
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図表８．30

中国地域における主な公設試験研究機関

種別の異なる
公設試の連携

工業系

農業系

林業系

水産系

食品系

環境系

（ｂ）探索的環境センシングの留意点
以上のような「環境センシングプロジェクト」においてはセンシングのスタ
イルも従来のものから変化する。従来の環境センシングは「確認的」であり、
具体的には行政機関が行っている大気汚染物質や放射線の測定が挙げられる。
この場合、大気汚染物質の測定はしているが、その目的は汚染物質の監視や注
意報・警報の発令であり、目的に従った個々の汚染物質値を計測している。
その一方で、ここでの環境センシングは「探索的」でありセンシングの結果
得られたデータを基に、センサ種類、センシング設定、設置場所等を適宜変更
していきながら、不明瞭なゴールに向かって試行錯誤的にセンシングを進めて
いくものである。
「確認的」環境センシングはセンサが高価であったこともあり、センシング
途中での変更等の場合、多大なコストがかかるため、あらかじめ収集する環境
データの種類やセンシング設定を事前に定める必要があった。これに対し、
「探
索的」環境センシングにおいては、センサ価格の低下に伴い、収集したデータ
を見 なが ら 途中 でセ ン サや その 収 集方 法を 変 更す るこ と が可 能と な って いる
（図表８．31）。その結果、システム開発等にあたっても「アジャイル（敏捷な）
49

49

」なアプローチが推奨されることとなる（図表８．32）。

アジャイルとは「素早い」、
「敏捷な」という意味で、反復的かつ短い開発期間単位を採用するこ
とにより、リスクを最小化しようとする開発手法の一つ
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図表８．31

探索的環境センシング（イメージ）

環境（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）

センサ

センシング協力者

環境利用者
センサ

センサ

センシング協力者
ターゲット
環境利用者

ﾃﾞｰﾀ

ｵﾌｨｽ

ﾃﾞｰﾀ

ﾃﾞｰﾀ

センシング実施者

アジャイル

センシング主体

システム開発者
環境関連研究者

データ分析者
センシング企画者

さらに、探索的環境センシングを円滑に実施するには、ステークホルダと連
携する必要がある。ゴールを明確化するためにもデータ分析者やターゲット専
図表８．32

探索的環境センシングのシステム開発

(従来の環境センシングの場合)
オ
フ
ィ
ス

デザイン

HW 開発
SW 開発
センシング

フ
ィ
ー
ル
ド

設置

撤去

ｾﾝｻﾃﾞｰﾀ A

（探索的環境センシングの場合＝アジャイル）
（探索的環境センシングの場合＝アジャイル）
オ
フ
ィ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド

ｲﾃﾚｰｼｮﾝ

ｲﾃﾚｰｼｮﾝ

ｲﾃﾚｰｼｮﾝ

ｲﾃﾚｰｼｮﾝ

ﾃﾞｻﾞｲﾝ

HW 開発

ﾃﾞｻﾞｲﾝ

HW 開発

ﾃﾞｻﾞｲﾝ

HW 開発

ﾃﾞｻﾞｲﾝ

HW 開発

ｾﾝｼﾝｸﾞ

SW 開発

ｾﾝｼﾝｸﾞ

SW 開発

ｾﾝｼﾝｸﾞ

SW 開発

ｾﾝｼﾝｸﾞ

SW 開発

設置

適応
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ｾﾝｻﾃﾞｰﾀ A

ｾﾝｻﾃﾞｰﾀ B

適応

ｾﾝｻﾃﾞｰﾀ C

撤去

方向性③：地域特性を活かした用途開発

門家と密にインタラクションできる体制の構築や、センシングには直接関係し
ないが環境を利用する者の存在も考慮する必要がある。
ｂ．地域センサメーカにとって好ましいアプリケーションの開拓
（ａ）中堅・中小メーカにとって好ましい市場
センサアプリケーションに関しては自動車、情報機器等がマス市場であるが、
メガサプライヤの存在しない中国地域のセンサ業界においては中堅・中小 メー
カに適した安定的アプリケーションの確保が期待される 。その市場は「商品・
サービスの需要者の絶対数が少ない（特定の用途・目的に特化した）分野」で
あり、かつ「汎用的なデバイス・測定手法では実現不可能である分野」である
ことが好ましい。このような市場は、マス市場ほど競争による市場淘汰の圧力
が強くない傾向がある一方で、常に性能を最上に保つ技術力が求められること
となる。
（ｂ）極限環境におけるアプリケーション（例）
ヒアリング調査において上述の「好ましい市場」の特徴と合致するコメント
のみられた「（超）極限環境」について述べる（図表８．33）。
「（超）極限環境」としては、まず「高温 （または低温）」が挙げられる。例
えば、センサをエンジン内部の高温場所で使用することが可能となれば、自動
車の燃焼コントロールの効率化を図るといった用途が見込まれる。
「高温」に「高圧」を加えれば、地球内部、深海部においての活用が期待され
る。対応可能なセンサ、通信機器、観測機器等が開発されればそれを搭載した探
査機、調査船が資源やエネルギーに関する情報を提供することも可能となる。
以上のようなセンサは「放射線」環境でも特性劣化の少ない、丈夫な センサ
として応用が可能である。宇宙で使用する人工衛星、宇宙ステーション等にお
ける電子部品は多量に存在する放射線により特性劣化、誤動作、破壊に至るが、
耐久可能なセンサを用いることで高信頼性、長寿命化が見込まれる。
さらに、耐放射線性デバイスを原子力施設や核融合施設へ導入することによ
り、高精度への寄与や、メカトロニクスとの融合による耐極限環境でも活動可
能なロボット開発へとつながり、災害時等での活躍が期待される。
以上のような用途は一般環境における機器と比較し市場規模は大きくないも
のの、高い技術力が要求される分野であると目される。
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図表８．33
高（低）温動作素子
自動車、船舶、
潜水艦、リニア
モーター

極限環境におけるアプリケーション

高耐圧素子

耐放射線素子

メカトロニクスとの融合

資源探査
地球内部・
深海探査機

宇宙ロケッ
ト、原子炉、
核融合炉

宇宙ステーション、極限環
境用ロボット（災害救助、
惑星探査等）

資料：ヒアリング調査等をもとに作成

また、このような市場へ中堅・中小企業が参入する場合には、技術的な対応
は可能であるが、事業資金の面での負担が大きい一方で 、市場規模から事業化
を断念することが少なからずあるとの指摘がなされている。いわゆる「魔の川」
や「死の谷」を越えるためには、技術力のある中堅・中小企業に対して資金が
循環する仕組みを産学金官連携のもと構築することが求められる。
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８．３．４．地域における利活用に向けた地域基盤の底上げ
〔情報発信、地域との連携、人材育成等の推進〕
ａ．センサ関連情報の積極的な発信
（ａ）センサメーカ企業情報、デバイス関連情報の提供
アンケート調査において研究者・企業に対する支援策として最も多かったのが
センサに関連した「情報提供」であった。具体的には地域のセンサ企業情報、デ
バイス関連情報やシステム開発のためのソフトウェアライブラリの提供・充実化
が求められている（図表８．34）。
図表８．34 アンケート・ヒアリング調査における「情報提供」に関する意見
・地域でセンサを扱っている企業のマップデータ
・センサのベンダー情報提供、センサシステムユーザーの地域ニーズ情報
・センサを組み込んだシステム開発ができる SDK（ソフトウエア開発キット）等の提
供および情報公開
・ソフトウェアライブラリの充実、オープンソース化

等

また、センサデバイス自体に地域色を持たせることは容易ではないが、上述
のような情報提供により、地域センサ企業の認知度が向上し、結果として地域
で製造されるセンサ（例えば、鳥取市の赤外線・超音波センサ、福山市の光学
センサ、東広島市の振動センサ等）に関連して地域におけるアプリケーション
の検討や実際の利活用（＝センサの“地産地消”）へとつながることが期待され
ている（図表８．35）。
図表８．35

赤外線センサ

資料：日本セラミック
ホームページ

地域の主要デバイスメーカのセンサ

CMOS センサ

資料：シャープ
ホームページ
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振動センサ

資料：新川センサテクノロジ
ホームページ
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（ｂ）セミナー・講習会等の開催
センサに関連して地域の技術力向上のためには「 講演会」、「セミナー」、「講
習会」等の啓蒙活動を行いながら、企業のセンサに対する “敷居を下げていく”
ことは重要である。例えば、仙台市にある産学官連携組織である MEMS パークコ
ンソーシアムにおいては「人材育成事業」として MEMS 基礎・設計・試作講座を
開設している（図表８．36）。
この講座は MEMS に関する基礎的技術に加え、アプリケーション、事業化に必
要な技術経営に関してインターネットにより学習することが可能となっている。
また、試作講座では、自らの手を動かして、試作を行い、技術を習得していく
など、MEMS に関する技術を体系的に学習できることが特徴となっている。
＜参考＞図表８．36

人材育成事業（MEMS パークコンソーシアム：仙台市）
MEMS 基礎講座

1.MEMS とは
2.ウェットエッチング
3.フォトリソグラフィ
4.ドライエッチング（プラズマと RIE）
5.不純物導入、酸化および CVD
6.蒸着、スパッタリング
7.接合、研磨、めっき
8.設計
9.MEMS の応用例
10.マイクロマシニング 1

1.5 時間
1.5 時間
1.5 時間
1.5 時間
1.5 時間
1.5 時間
1.5 時間
3 時間
1.5 時間
2 時間

11.マイクロマシニング 2
12.ナノマシニングと微小物理
13.自動車・家電関連
14.情報・通信関連
15.製造検査・科学機器、過酷環境 MEMS 関連
16.医療・バイオ関連
17.マイクロアクチュエータ
18.マイクロエネルギ源
19.MEMS パークコンソーシアム
20.MEMS 技術経営

2.5 時間
2.5 時間
2.5 時間
2.5 時間
2.5 時間
3 時間
1 時間
2.5 時間
1 時間
4 時間

MEMS 設計
1.企画
2.CoventorWareTM の概要
3.Designer(プロセスエディタ)
4.Designer(レイアウトエディタ)

5 日間
1 時間
2 時間
6 時間

5.Analyzer(解析)
6.CoventorWareTM を用いた各自設計
7.CoventorWareTM を用いた各自解析

5 時間
4 日間
4 日間

MEMS 試作
1.プロセス実習
2.デバイス評価
資料：MEMS パークコンソーシアム

6 週間
1 週間

3.レポート作成・プレゼンテーション

3 日間

ホームページ

（ｃ）センシング手法の整理・体系化
センサのアプリケーションにおいて、企業から「どこから手をつけていいか
分からない」といった意見がみられたが、特に人間の行動・状態をセンシング
する場合、センシング手法が体系化されていないことが地域展開のハードルと
なるという意見もみられた。
例えば、一人暮らしの老人の見守りのようなケースは一般的には光学センサ（カ
メラ）の利用がまず考えられるが、IoT/トリリオンセンサ社会においては前述の
とおりプライバシーの侵害などセキュリティに関する課題も危惧されておりプラ
イバシーを侵害する度合いが高いため、代わりに超音波センサ、電波センサ、嗅
覚センサを用いるといったアイデアが出されている。
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また、人間の行動・状態をセンシングする場合、ウェアラブルデバイスで直
接的に「生体情報」を取得することが考えられるが、小型化・軽量化等の技術
的な問題に加え、そもそも対象者がウェアラブルデバイスを装着しなければデ
ータが取得できないという根本的は問題が存在している。その為、装着しやす
いデザインの検討等も課題となってくる
一方、周辺の「環境情報」からアプローチする場合、対象者への負担は少な
くできるものの、センサの数やデータの精度等の問題に直面することとなる（図
表８．37）。
図表８．37

人との距離

センサの配置とその個数

遠い

近い

（環境情報）

（生体情報）

・環境
（2000/room）
－気温、湿度、環
境音、環境振
動、風速、CO2
〔アウトプット
のバックグラ
ウンド情報と
これらの空間
分布〕

・オブジェクト
（200/room）

・インダイレクト

－椅子、ソファ、

－音声、画像、超

（60/room）

・ウェアラブル
（10/person）
－心電、脈波、体

コップ、テーブ

音波、レーザ、

温、脳波、モー

ル、家電ほか

サーモグラフ

ション、眼電位

〔人間が触れる

ィー

モノのセンサ

〔被験者がセン
サ装着〕

化：行動情報の
抽出〕

センサの数

多い

少ない

以上のような状況に対応し、ケースに応じたセンシングデザイン、ハードウ
ェアとソフトウェアの組合せ、各手法の長所・短所を整理・体系化することに
より、アプリケーションのスムーズな創出につながることが期待される。
ｂ．センサ利活用のインセンティブの付与・社会システム形成の促進
（ａ）センサ利活用のインセンティブ
の付与

＜参考＞図表８．38
ウェアラブルデバイスの連携（イメージ）

センサ の地 域に おけ る 利活用 にお いて
は技術的には“見える化”は比較的容易で
あるが、それを地域における”意思決定”
さらには“行動”に結び付ける仕掛け（制
度）づくり・動機付けが求められている。
個人レベルの場合、前述のウェアラブル
デバイスによる生体センシングの場合、セ
ンサデータを SNS と連携させ、バーチャル
資料：ヒアリング調査等をもとに作成
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なコミュニティの中で動機づけを行うことが考えられる（図表８．38）。
一方、地域レベルの場合、
「財政面での優遇措置」、
「特区活用・実証実験の場の
提供」などが地域におけるセンサ利活用の制度面での支援策として考えられる。
（ｂ）地域コミュニティとの連携
さらに、センサ利活用の地域展開にあたってはセンシングシステムと実際の
実査の「地域のコミュニティ・相互扶助システムとの連携」が期待されている。
例えば、道路・橋などのインフラモニ

図表８．39

タリングにおいては、全ての設備に高

ユーザ参加型センシング

（街灯コレクション）

機能センサを設置し、集中・一元的に
管理することは予算・手間的に困難で
ある。そこで、簡易なセンサも利用し
つつ、地域コミュニティと協力した管
理やスマートフォン等を使ったユー
ザ参加型センシングシステム（図表８．
39）等も検討すべきである。前述の環
境センシングにおいても地域におけ
る協力者（例えば、瀬戸内海の場合、 ※スマートフォンを持ち歩いた際の照度変化を収
漁業者等）との関係構築、さらに協力
者の負担軽減等の配慮も地域におけ

集、解析→夜道における街灯の明るさを推定、
夜道の安定性を判定
資料：松田裕貴 他 （2016）「 スマートフォン 搭照度

る展開において重要な検討項目とな

センサの集合知による網羅的な街灯情報取集

ってくる(P293 図表８．31)。

システムの開発」、情報処理学会誌

地域においてはセンサを中心とした IoT 関連の部素材産業の産業振興に加え、
以上のような、コミュニティとの連携により新たなサービス創出とともに地域
機能の維持が期待されている。

図表８．40

階層的な人材育成

ｃ．階層的な人材育成の実施
センサ関連の「人材」に関しては

（ａ）地域におけるリーダー人材の育成

階層的・実践的な人材育成を行うこ
とにより、地域において内発的にセ
ンサ利活用が進展するサイクルの

（ｂ）実践的なセンサ関連人材育成

確立を目指す。
具体的には「人材の育成」に関
連して階層別の人材育成・教育と

（ｃ）中等教育における IoT/ｾﾝｻ教育

して階層の上から「（ａ）地域にお
けるリーダー人材の育成」として「産学交流による人材育成プログラムの実施」、
「（ｂ）実践的なセンサ関連人材の育成」として「企業課題に関連しての産学連
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携の実施」、
「（ｃ）中等教育における IoT/センサ教育」として「センサに触れる
機会の付与」、
「教育機関への開発キットの提供」等を行うことが考えられる（図
表８．40）。
（ａ）地域におけるリーダー人材の育成
～全体最適設計のためのプログラムの実施
既に述べたように IoT/トリリオンセンサ時代においては「センサ」の他に「コ
ンピュータ」、
「ネットワーク」に精通するとともに、「アプリケーション」に関
する幅広い知識、その 修得のた

図表８．41

めの他分野、他技術の人たちと

「デザイン思考」、「システム思考」
に関するプログラム

大学／プログラム名

の情報交換の能力が求められる。MIT「System

Design and Management Program」

して全体最適設計を行うための

スタンフォード大学 school
慶應義塾大学大学院
ｼｽﾃﾑｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾒﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科
東京大学 i.school、i.lab
京都大学 デザインスクール
東京大学 GLOBAL TEAMWORK LAB

「デザイン思考」、「システム思

資料：経済産業省資料

以上のようなニーズに対応す
べく、国内外の教育機関におい
てバリューチェイン全体を見渡

発足年
1996
2004
2008
2009
2013
2014

考」に関するプログラムが設けられている（図表８．41）。このような全体最適
設計のためのプログラムを中国地域でも開講し、視野の広い将来のリーダー人材
の育成に努めることが考えられる。
地域に俯瞰的視点を持つ人材が蓄積されることにより、センシングシステム
に関するアイデアを単にコンセプトで終わらせず、実際の仕組みや ソリューシ
ョンまでつなげるなど成果をより確実なものとすることが期待される。
（ｂ）実践的な人材育成の実施～企業課題のプロジェクト形式による解決
ヒアリンク調査においては若手研究者・学生を対象とした人材育成の一環とし
て企業の具体的な課題・ニーズを研究活動においてプロジェクト形式で解決して
いく仕組みを設けることが効果的とされた。そこでは地域企業との連携により、
座学やインターンシップでは体験できない、実際の課題への取組みを通じて、実
践的な産業人材の育成へとつながることが期待されている（図表８．42）。
図表８．42

実践的な人材育成の実施（イメージ）

座学

人材派遣・連携

資料：ヒアリング調査等をもとに作成
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また、デバイス開発だけを取上げても、MEMS の場合、IC のように決まった手
法ではないため、様々な分野（半導体、機械、電気、化学、物理学、材料、光
学、医療）の知識・技術が求められるが、一企業内だけでの人材育成は容易で
はない。そこで、P297 図表８．36 の人材育成事業のように産学交流による人材
育成プログラムの開発・実施も考えられる。
（ｃ）中等教育における IoT/センサ教育
～センサに触れる機会の付与、アイデアソン・ハッカソンの開催
センサ利活用にあたっては、中等教育から「“体感”する機会を付与すること
が重要」との指摘があった。そのような中、現在、オープンソースハードウェ
ア 50として、安価かつ IoT 向けに自作がしやすいシングルボードコンピュータ
「Raspberry Pi（ラズベリーパイ）」（図表８．43）などが注目を集めている。
図表８．43
【Raspberry Pi】

資料：Wikipedia（JA）

オープンソースハードウェア（例）

ﾀｲﾌﾟ

動作
周波数

ｺｱ
数

RAM

ｻｲｽﾞ(mm)

無線

価格

発売

Zero W

1GHz

1

512M

65×30

Wi-Fi/BLE

$10

2017.2

3B

1.2GHz

4

1G

85.6×56.5

Wi-Fi/BLE

$35

2016.2

2B v1.1

900MHz

4

1G

85.6×56.5

-

$35

2015.2

1B+

700MHz

1

512M

85.6×56.5

-

$25

2014.7

1A

700MHz

1

512M

65×56.5

-

$20

2014.11

資料：CQ 出版社（2017）「Interface 2017 年 11 月号」

このようなハードウェアをもとに、照明・温湿度センサなどのデバイスを制
御する方法やインターネット接続によりクラウドサービスを利用し、デバイス
と通信するアプリケーションの開発方法等を学習することが期待される。
具体的な支援内容としては上述のオープンソースハードウェア自体の提供、およ
び関連した演習の開催、機器サポートやメンテナンスの提供などが考えられる。
合わせて高校生等が身の回りにある課題を解決するためのアイデアを出し合
い、センサを使って問題解決に挑戦するアイデアソン・ハッカソンを開催する
ことも地域におけるセンサ利活用の機運醸成にもつながることが見込まれる。
ｄ．隣接地域との交流・広域連携の推進
IoT/トリリオンセンサ時代の主要技術の一つである MEMS 技術は半導体デバイ
ス技術を応用したものであり、高価かつ大型な装置が必要となってくるため、
ともすれば中央に関連技術が偏在し、IoT 等の進展に伴いその格差は拡大するこ
とが懸念されている。
50

Open source hardware：フリーソフトウェアやオープンソースソフトウェアと同じ形態で設計さ
れるコンピュータや電子機器
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そのため中央における技術動向

図表８．44

ミニマルファブ構想とは

を注視しつつ「ナノ構造加工装置」、
「薄膜形成装置」やセンサの多品
種少量生産に対応した「ミニマル
ファブ施設（図表８．44）」等の設
置補助を行うとともに、中央・近
隣地域の研究施設（図表８．45）
との連携により効率的な設備利用、
ファンドリー機能の提供、人材育
成等により、地域技術力全般の底
上げにつなげることが期待される。
＜参考＞図表８．45

資料：産総研コンソーシアムファブシステム
研究会資料

中国地域および近隣地域の主な MEMS 関連施設

広島大学
ナノデバイス・ バイオ融合 科
学研究所
広島大学
ナノデバイス・バイオ
香川大学
融合科学研究所
山口大学 微細構造デバイ ス統合研究 セ
ンター
産学公連携センター

兵庫県立大学
MEMS デバイス開発
支援センター

大阪産業技術研究所

微細加工支援室

北九州産業学術推進機構

資料：ヒアリング調査等をもとに作成
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香川大学
微細構造デバイス統合研究
センター
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アンケート票（①研究者・研究機関）

【資料編】センサに関するアンケート調査票
Ⅰ．センサ関連の研究開発内容について
問１．貴殿（または貴所・センター）では、センサに関する研究開発に取組んでいますか。あてはま
るものを１つだけ選んで○印をおつけください。
１．はい

→

問２へ

２．いいえ・わからない

→

問４へ（P2）

問２．どのようなセンサ関連分野の研究開発に取組んでいますか。あてはまるものをすべて選んで○
印をおつけください。また、
「具体的な研究開発内容（①対象となるセンサ、②研究内容、③成果・
課題、④期待される用途）」を下記にお差し支えない範囲でご記入ください。
１．センサ材料・プロセス技術

２．物理センサ技術

４．MEMS 技術

５．ネットワーク技術 ６．センサ情報処理技術

７．センサ応用技術（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ、社会実装）

３．化学・バイオセンサ技術
８．自立電源技術 (ｴﾅｼﾞｰﾊｰﾍﾞｽﾃｨﾝｸﾞ)

９．その他
【具体的な研究開発内容】
①対象となるセンサの種類（あてはまるものをすべて選んで○印をおつけください）
No.

１
２
３
４
５
６
７
８
９

センサ種類
光学センサ
温度センサ
圧力センサ
慣性力センサ
位置センサ
磁界センサ
音・超音波センサ
化学・バイオセンサ
その他のセンサ

（参考）主な測定対象
光、赤外線
温度、熱
圧力、トルク、力、重量
加速度・振動・衝撃、角速度、速さ・速度・回転数・流量
位置、長さ、測長、距離、測位、変位、ひずみ、レベル、厚み
電位、電流、磁気、磁束
音、超音波
湿度・ガス、溶液・pH
上記以外

②研究内容
（参考）アンケート票

③成果・課題

④期待される用途
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アンケート票（①研究者・研究機関）
問３．企業と共同（産学連携）で、センサ関連の研究開発に取組んだことはありますか。あてはまる
ものを１つだけ選んで○印をおつけください。

なお、
「共同研究の実績がある」を選択した方は、お差し支えなければ共同研究のパー
トナーの業種をご記入ください。
１．共同研究の実績がある
パートナー企業の業種：

２．共同研究の実績がない
問４．今後、センサ関連の研究開発に取組むお考えはありますか。あてはまるものを１つだけ選んで
○印をおつけください。
「１．はい」を選択した方は「具体的な内容」を下記にお差し支えない範
囲でご記入ください。
１．はい

２．いいえ・わからない

（今後の具体的なセンサ関連の研究開発内容をご記入ください）

問５．今後のセンサに求める機能について、あてはまるものを全て選んで、○をおつけください。
〔選
択肢１～６〕を選択した方は「求める機能・性能等」を下記にお差し支えない範囲でご記入くだ
さい。
１．低価格化

２．小型化

３．省電力化

６．認識・分析機能（スマート化）

４．高精度化

５．測定範囲拡大

７．その他

８．特になし
（１～７に関連した、求める機能・性能等をご記入ください）

Ⅱ．地域におけるセンサの利活用の展開について
問６．地域におけるセンサの利活用・研究開発に関する意見・コメント、企業（産業界）への要望が
あればご記入ください。
（例：研究開発に対する支援、産学官連携等の連携体制の構築、人材育成・確保について）
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アンケート票（①研究者・研究機関）
問７．研究開発内容に限らず、中国地域におけるセンサ利活用の有望分野はどのような分野と考えま
すか。あてはまるものを全て選んで、○をおつけください。
１．家電・情報機器（スマホ、ウエアラブル機器等） ２．自動車・物流・交通
３．社会インフラの監視

４．工場等の産業用機器

５．医療・介護・ヘルスケア

６．農業

７．ロボット
８．その他
９．特になし
問８．センサの利活用の進展による地域社会・地域経済への影響等について意見・コメント等がござ
いましたらご記入ください。

問９．本調査をもとに、ヒアリング調査を予定しております。お手数ですが、ヒアリング調査の可否
について、あてはまるものを１つだけ選んで○印をおつけください。
１．ヒアリングを受けることは可能

２．ヒアリングを受けることはできない

最後に、ご回答いただいた方のご所属、お名前、ご連絡先についてご記入ください。
（個別のご回答内容、組織名・ご回答者名等の情報は公開致しません）
①ご所属
②お役職・ご芳名

お役職

③電話番号

（

ご芳名

）

－

④メールアドレス

～以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました～
平成２９年８月２５日（金）までに、このアンケート用紙を同封の返信用封筒にて郵送、またはイ
ンターネットによる回答、いずれかによりご回答いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご回答いただいた方に、後日、
「アンケート調査結果（概要）
」を送付いたします。
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アンケート票（②製造業）

センサに関するアンケート調査票
Ⅰ．貴社について
問１．貴社の概要についてご記入ください。
①貴社名
〒

-

②所在地
③従業員数
(パート・アルバ
イトを含む)

１．50 人未満

２．50～99 人

３．100～299 人

４．300～499 人

５．500～999 人

６．1,000 人以上

１．一般機械
２．電気機械
４．情報通信機械
５．輸送用機械
６．その他の製造業（

④業種

３．電子部品・デバイス・電子回路
）

⑤主な取扱製
品・サービス

Ⅱ．製品へのセンサの利用
問２．貴社の取扱製品にセンサを使用・製造（以下、使用等）していますか。あてはまるものを１つ
だけ選んで、○をおつけください。
１．センサを使用・製造している
２．センサを使用・製造していない

問７(P2)へ

３．わからない

問３．センサを取扱製品にどのように使用等していますか。あてはまるものを全て選んで、○をおつ
けください。
１．センサ自体を作製・製造している
２．センサを部品等として調達し、機器・装置を製造している

３．その他（

）

問４．製品に使用等（検討しているものを含む）しているセンサの種類について、下表からあてはま
るものを全て選んで、○をおつけください。
No.

センサ種類

（参考）主な測定対象

１

光学センサ

光、赤外線

２

温度センサ

温度、熱

３

圧力センサ

圧力、トルク、力、重量

４

慣性力センサ

加速度・振動・衝撃、角速度、速さ・速度・回転数・流量

５

位置センサ

位置、長さ、測長、距離、測位、変位、ひずみ、レベル、厚み

６

磁界センサ

電位、電流、磁気、磁束

７

音・超音波センサ

音、超音波

８

化学・バイオセンサ

湿度・ガス、溶液・pH

９

その他のセンサ

上記以外

- 308 -

アンケート票（②製造業）

問５．取扱製品におけるセンサに関連した取組み（予定を含む）について、あてはまるものを全て選
んで、○をおつけください。また、
〔選択肢１～４〕を選択した方は「センサ関連の取組状況・予
定内容」を下記にお差し支えない範囲でご記入ください。
１．センサの性能向上に関連した、研究・製品開発の検討・実施
２．センサの調達・センサ技術の利用による、自社製品・サービスの高付加価値化
３．センサの調達・センサ技術の利用による、新規製品・サービスの提供
４．その他
５．センサに関連した取組みは検討・実施していない
（１～４に関連した、センサ関連の取組状況・予定内容をご記入ください）

問６．取扱製品において使用等するセンサの数量は今後どのようになると思いますか。あてはまるも
のを一つ選んで、○をおつけください。〔選択肢１～３〕を選択した方は、「その要因」を差し支
えない範囲でご記入ください。
１．増える

２．変わらない

３．減る

４．わからない
（１～３の場合、その要因をご記入ください）

問７．センサに求める機能や性能、使用・製造しているセンサの課題について、あてはまるものを全
て選んで、○をおつけください。〔選択肢１～７〕を選択した方は「具体的な課題、求める機能・
性能」を下記にお差し支えない範囲でご記入ください。
１．低価格化

２．小型化

３．省電力化

６．認識・分析機能（スマート化）

４．高精度化

５．測定範囲拡大

７．その他

８．特になし
（１～７に関連した、具体的な課題、求める機能・性能をご記入ください）
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アンケート票（②製造業）

Ⅲ．生産現場でのセンサの利用
問８．貴社の生産設備、生産工程等におけるセンサを利用したデータの収集・活用状況等を教えてく
ださい。下表の左側 ①～⑤の項目ごとにあてはまる番号（１～３）をそれぞれ１つだけ選んで、
○印をおつけください。①～④で〔選択肢１〕を選択した方は使用しているセンサについて分か
る範囲で下表より番号をご記入ください。
実

施

状

況

実施している
①～④で使用している
センサ（下表 No.参照）

項
目
①生産設備の動作に関するデータ収集・制御

可能で
あれば
実施し
たい

実施
予定
なし

（振動、摩耗、消費電力等、生産設備に設置され
たセンサから自動的に発せられるデータ）

１

２

３

②工場内の物流管理

１

２

３

③工場、執務室の環境データの収集・管理
（温度、湿度、騒音等）

１

２

３

④生産設備の故障予知・予知保全

１

２

３

⑤収集データの生産プロセス改善への利用

１

２

３

（製品の位置等）

センサ種類

No.

使用しているセンサが分かれば下表の番号をご記入ください
（参考）主な測定対象

１

光学センサ

光、赤外線

２

温度センサ

温度、熱

３

圧力センサ

圧力、トルク、力、重量

４

慣性力センサ

加速度・振動・衝撃、角速度、速さ・速度・回転数・流量

５

位置センサ

位置、長さ、測長、距離、測位、変位、ひずみ、レベル、厚み

６

磁界センサ

電位、電流、磁気、磁束

７

音・超音波センサ

音、超音波

８

化学・バイオセンサ

湿度・ガス、溶液・pH

９

その他のセンサ

上記以外（RFID、IC タグ等を含む）

Ⅳ．地域におけるセンサの利活用について
問９．貴社でのセンサの使用・製造にあたっては、どのような支援が効果的と考えますか。
あてはまるものを上位３つまで選び、具体的な内容をご記入ください。
１．情報提供

２．技術開発支援

３．販路開拓支援

４．設備投資支援

５．人材育成・確保支援

６．産学官連携支援

７．その他

８．わからない

〔１～７の場合、具体的な支援内容（セミナー・技術研究会の開催、専門家派遣等）をご記入ください〕
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アンケート票（②製造業）
問 10．貴社事業に限らず、中国地域におけるセンサ利活用の有望分野はどのような分野と考えますか。
あてはまるものを全て選んで、○をおつけください。
１．家電・情報機器（スマホ、ウエアラブル機器等）

２．自動車・物流・交通

３．社会インフラの監視

４．工場等における産業用機器

５．医療・介護・ヘルスケア

６．農業

７．ロボット
８．その他
９．特になし
問 11．センサの利活用・データ分析、研究開発に関連しての意見・コメント等があればご記入くださ
い。

問 12．本調査をもとに、ヒアリング調査を予定しております。お手数ですが、ヒアリング調査の可否
について、あてはまるものを１つだけ選んで○印をおつけください。
１．ヒアリングを受けることは可能

２．ヒアリングを受けることはできない

最後に、ご回答いただいた方のご所属、お名前、ご連絡先についてご記入ください。
（個別のご回答内容、組織名・ご回答者名等の情報は公開致しません）
①ご所属
②お役職・ご芳名

お役職

③電話番号

（

ご芳名

）

－

④メールアドレス

～以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました～
平成２９年８月２５日（金）までに、このアンケート用紙を同封の返信用封筒にて郵送、またはイ
ンターネットによる回答、いずれかによりご回答いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご回答いただいた方に、後日、
「アンケート調査結果（概要）
」を送付いたします。
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アンケート票（③建設業）

センサに関するアンケート調査票
Ⅰ．貴社について
問１．貴社の概要についてご記入ください。
①貴社名
〒

-

②所在地
③従業員数
(パート・アルバ
イトを含む)

１．50 人未満

２．50～99 人

３．100～299 人

４．300～499 人

５．500～999 人

６．1,000 人以上

④主な業務・サ
ービス

Ⅱ．建設業におけるセンサの利活用
問２．建物・構築物等の建設、維持・管理においてセンサを利活用していますか。あてはまるものを
１つだけ選んで、○をおつけください。
１．センサを利活用している
２．センサを利活用していない

問５(P2)へ

３．わからない
問３．センサの利活用対象は何ですか。あてはまるものを全て選んで、○をおつけください。また、
「利
活用の具体的内容」を下記にお差し支えない範囲でご記入ください。
１．建物

２．道路

３．橋梁

４．トンネル

５．斜面・地盤

６．その他

（１～６のセンサ利活用について具体的な内容をご記入ください）

問４．利活用しているセンサの種類について、下表からあてはまるものを全て選んで、○をおつけく
ださい。
No.

センサ種類

（参考）主な測定対象

１

光学センサ

光、赤外線

２

温度センサ

温度、熱

３

圧力センサ

圧力、トルク、力、重量

４

慣性力センサ

加速度・振動・衝撃、角速度、速さ・速度・回転数・流量

５

位置センサ

位置、長さ、測長、距離、測位、変位、ひずみ、レベル、厚み

６

磁界センサ

電位、電流、磁気、磁束

７

音・超音波センサ

音、超音波

８

化学・バイオセンサ

湿度・ガス、溶液・pH

９

その他のセンサ

上記以外

問６（P2）へ
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アンケート票（③建設業）

問５．（問２で「２．センサを利活用していない」、
「３．わからない」を選択した方へ）今後の
センサの利活用に興味がありますか。あてはまるものを１つだけ選んで、○をおつけくださ
い。また、
〔選択肢１〕を選択した方は「興味のある内容」を下記にお差し支えない範囲で
ご記入ください。
１．ある

２．ない・わからない

（興味のある内容を具体的にご記入ください）

問６．全ての方におうかがいします。センサに求める機能や性能、使用・製造しているセンサの
課題について、あてはまるものを全て選んで、○をおつけください。〔選択肢１～６〕を選
択した方は「具体的な課題、求める機能・性能」を下記にお差し支えない範囲でご記入くだ
さい。
１．低価格化

２．小型化

３．省電力化

４．高精度化

６．認識・分析機能（スマート化）

５．測定範囲拡大

７．その他

８．特になし
（１～７に関連した、具体的な課題、求める機能・性能をご記入ください）

Ⅲ．地域におけるセンサの利活用について
問７．全ての方におうかがいします。貴社でのセンサの利活用にあたっては、どのような支援
が効果的と考えますか。あてはまるものを上位３つまで選び、具体的な内容をご記入くださ
い。
１．情報提供

２．技術開発支援

３．販路開拓支援

４．設備投資支援

５．人材育成・確保支援

６．産学官連携支援

７．その他
８．わからない
〔１～７の具体的な支援内容（セミナー・技術研究会の開催、専門家派遣等）をご記入ください〕
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問８．貴社事業に限らず、センサ利活用の有望分野はどのような分野と考えますか。あてはまる
ものを全て選んで、○をおつけください。
１．社会インフラの監視

２．自動車・物流・交通

３．家電・情報機器（スマホ、ウエアラブル機器等）

４．工場等における産業用機器

５．医療・介護・ヘルスケア

６．農業

７．ロボット
８．その他
９．特になし
問９．センサの利活用・データ分析、研究開発に関連しての意見・コメント等があればご記入く
ださい。

問 10．本調査をもとに、ヒアリング調査を予定しております。お手数ですが、ヒアリング調査
の可否について、あてはまるものを１つだけ選んで○印をおつけください。
１．ヒアリングを受けることは可能

２．ヒアリングを受けることはできない

最後に、ご回答いただいた方のご所属、お名前、ご連絡先についてご記入ください。
（個別のご回答内容、組織名・ご回答者名等の情報は公開致しません）
①ご所属
②お役職・ご芳名

お役職

③電話番号

（

ご芳名

）

－

④メールアドレス

～以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました～
平成２９年８月２５日（金）までに、このアンケート用紙を同封の返信用封筒にて郵送、また
はインターネットによる回答、いずれかによりご回答いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご回答いただいた方に、後日、
「アンケート調査結果（概要）
」を送付いたします。
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