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価値創造基盤技術

コアコンピタンス技術

研究開発に関する考え方
新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、デジ

タルトランスフォーメーション（以下、DX）が加速する
社会変革の中で、ニューノーマルへの移行という視点か
らもキヤノンは大きな転換期を迎えています。主力事業
としていたカメラ市場の縮小、複写機やプリンター市場
の変容が進む今、キヤノンも次の成長に向け、大きな変
革に挑戦しています。
これまで人類社会は、狩猟社会（Society 1.0）、農耕
社会（Society 2.0）、産業革命後の工業社会（Society 

3.0）、20世紀後半からの情報社会（Society 4.0）へと
発展を遂げてきました。そして、AIやIoT・ロボット・ビッ
グデータなどの革新技術をあらゆる産業が取り入れ、
さまざまな社会課題を解決する未来社会「Society 5.0」
に足を踏み入れようとしています。
工業社会・情報社会の時代における研究開発は、技
術のシーズ（芽）を創出・育成する「発明型」が百花繚乱
で、次々と画期的な製品が生み出され、生活は豊かにな
り、社会を変えてきました。しかし、現在はグローバリ
ゼーションの進展により、環境問題など多くの社会課
題が顕在化し、技術がそれに応える時代となっています。
言い換えれば、社会課題が技術を要求する時代になり、
長い期間をかけてシーズを育てる発明型の研究開発だ
けでは成り立たず、社会課題にスピーディーに応える「イ
ノベーション型」の研究開発の重要性がますます増して
います。

このような変革の機運を捉え、発明型の研究開発で
は産学連携やオープンイノベーションに軸足を置くとと
もに、社会課題の解決をめざすイノベーション型の研
究開発では保有技術の編集に加え、他社とのアライアン
スやM&Aなども取り入れながら、新たな価値創造と社
会課題解決を加速させていきます。

コアコンピタンスマネジメント
キヤノンは創業当時から、業界をリードするコア製品
を生み出す「コアコンピタンス技術（以下、コア技術）」と、
技術蓄積のベースとなる「基盤要素技術」、さらには商
品化技術のベースとなる「価値創造基盤技術」を多様に
組み合わせる「コアコンピタンスマネジメント」を展開し
て事業の多角化を進めてきました。カメラ、オフィス向
け複合機、インクジェットプリンター、レーザープリン
ター、半導体露光装置という製品群もその例外ではあ
りません。加えて、メディカル、ネットワークカメラ、商
業印刷、産業機器という新たにグループに加わった事
業でも、製品のコア技術に以前から蓄積されてきた基
盤要素技術を注入し、競争力を高めています。
「コアコンピタンスマネジメント」では、コア技術は進化
に伴い、他事業でも再活用できる基盤要素技術として蓄
積されていきます。例えば、トナーやドラムなど機能性
材料はかつて複写機のコア技術でしたが、現在では、
有機合成の材料技術という基盤要素技術となって、他
分野や他事業の差別化要素の開発に活用されています。

「コア技術」「価値創造基盤技術」「基盤要素技術」  
自在な組み合わせで事業を創出
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新たな価値創造、社会課題の解決

新たな価値創造、社会課題の解決に向けた研究開発

コアコンピタンスマネジメントを展開して新事業領域を開拓するとともに、
技術開発を推進することで、新たな価値創造と社会課題の解決をめざします。

CAE解析を用いたレンズ開発



そして第三に、時代の要請に応じたイノベーション型
の技術開発を強化します。DXやカーボンニュートラル
などのトレンドを捉えて、企業価値の向上につながる技
術開発を推進していきます。特に、さまざまなサービス
の結合を可能とするサイバー（仮想）空間と人との接点
であるフィジカル（現実）空間、これらを高度に融合する
サイバー&フィジカルに注目しています。フィジカル領
域において世界トップレベルのコア技術に、高度なサイ
バー技術をアライアンスなども活用しながら技術の拡
張開発を進め、一歩先を行くサイバー&フィジカルのビ
ジネスモデルと商品を開発し、さまざまなイノベーショ
ンを生み出していきます。

研究開発を支える人材育成
これらの新たな施策の要となるのが人材です。キヤノ
ンでは、「コアコンピタンスマネジメント」を通して、どの
技術に、どの部署で、どれだけの人員が関わっているか、
技術者の経歴を含めてデータベース化されています。
商品事業の開発での世界トップレベルのコア技術、本
社の研究開発系本部での最先端の基盤要素技術、それ
らを開発する人材が全社視点で活躍できる体制ができ
ています。また、新たに強化すべき技術領域に対しては、
技術を習得するための研修の機会を設けて人材を育成
し、常に時代の要請に適した研究開発体制に変化でき
るようにしています。特に、若手社員には、「コアコンピ
タンスマネジメント」を通して、商品事業の開発部門と本
社の開発部門の双方で力を発揮できる機会を設け、イノ
ベーションに欠かせない事業領域と技術領域の両面の
目利きができる人材、未知の領域に挑戦する人材、この
ような次世代を担う人材を育成していきます。

また、イメージング領域では、レンズやイメージセン
サー、画像処理という圧倒的なコア技術がカメラの優位
性を生み出す一方で、光学、電子デバイス・センサー、
映像画像処理という基盤要素技術となって他事業に生
かされています。具体的には、カメラの人物認識という
コア技術は、AI・データ統計解析という基盤要素技術と
して蓄積され進化し、現在では多角化を担うメディカル
グループの医療ITシステムに組み込まれて事業の強化
に貢献しています。
そして、これまでのキヤノンの成長の中で蓄えられて

きた品質・コスト・納期を支える技術、「価値創造基盤
技術」が新規の商品・事業の立ち上げを支えます。解析
シミュレーション、知的財産、品質、デザイン、バリュー
エンジニアリング、フィールドエンジニアリング、環境技
術といった価値創造基盤技術の充実は、事業をスピー
ディーに大きく育てるためのキヤノンの大きな強みとなっ
ています。

研究開発体制
多角化の進んだ現在のキヤノンでは、それぞれの商
品事業本部が独自の計画をもとに商品開発を進めてい
ます。一方で、先行的なトレンドリサーチとそれによる
先行的技術開発は、本社の開発本部が行っています。こ
のように事業と本社とが複合的に研究開発を行うと同
時に、緊密な連携をすることで現行事業の強化と新規
事業の育成を実現しています。

フェーズⅥにおける研究開発戦略
キヤノンでは、2021年から開始したグローバル優良
企業グループ構想フェーズⅥに沿って、以下の3つの方
向性で研究開発を強化しています。
まず、第一は、基盤要素技術と価値創造基盤技術のさ

らなる強化です。それにより、グローバル優良企業グルー
プ構想フェーズⅥの主要戦略である「産業別グループ：
プリンティング、イメージング、メディカル、インダストリ
アルの事業競争力の徹底強化」を力強く支えます。
第二は、強いコア技術と基盤要素技術に基づき、次な

る事業の芽を創出していきます。例えば、フィジカル面
の研究開発では、インク・トナー材料の基礎となる材料
技術を生かした新たな機能性材料、特徴ある材料を生
かした装置を開発し、事業の芽につながる次世代技術
の育成に取り組むとともに、技術多角化を通して、新事
業領域の開拓につなげていきます。
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320万画像でカラー撮影を可能にしたSPADセンサー の開発



未来社会のキーデバイスの開発に成功
「世界初の320万画素SPADセンサー」
キヤノンは、暗闇でもフルHD（約207万画素）を超え

る320万画素でカラー撮影を可能にするSPADセンサー
を開発しました。SPADセンサーは、画素に入ってきた
光の粒子（光子）を一つひとつ数える仕組みで、1つの光
子が雪崩のように増倍することにより大きな電気信号
を出力します。CMOSセンサーは、1つの画素に溜まっ
た光の量を測定する仕組みで、集めた光を電気信号とし
て読み出す際には画質の低下を招くノイズが混じります。
これに対しSPADセンサーは、光子の個数をデジタル的
に数えるため、電気的なノイズなしに暗い所でもわずか
な光を検出し、暗闇でも被写体を鮮明に撮影できます。
今回キヤノンが開発したSPADセンサーは、画素内に

光子を反射させる独自の画素構造の実現などにより、
有効画素面全体で効率よく光子を検出できます。その
ため、画素を小さくし高精細化（320万画素）しても、星
の出ていない夜より暗い環境下において、動画撮影を
可能にしました。
また、100ピコ秒（100億分の1秒）レベルの非常に速
い時間単位で情報を処理することができるため、光の
粒のような高速で動くものの動きを捉えることが可能
です。高感度性能に加え、この高速応答の特長を生かし
て、自動運転や医療用の画像診断機器、化学計測機器
などに用いるセンサーとしても幅広い活用が見込まれ
ています。

社会インフラ点検ソリューション
「ひび割れ検知AI技術」
キヤノンは、進みゆく老朽化という課題を抱える社会

インフラの維持管理向けのサービスとして、橋梁やトン
ネルなどのコンクリート構造物点検を支援するソリュー
ションを展開しています。設計基準や材料、環境条件に
よって異なりますが、悪条件だとコンクリートは40年
から50年ほどで劣化が進むともいわれ、点検の必要性
は世界中で高まっています。
コンクリート構造物の健全性を診断する上で重要な
基準の一つに「ひび割れ」があります。このひび割れを
点検技術者による現場での目視確認により記録するの
が一般的な点検方法ですが、近年ではカメラで撮影し
た写真を利用してひび割れを確認・記録する点検も増
えています。この方法には、画像の高解像度化により細
かなひび割れを確認できる利点がありますが、点検技
術者がデスクで画像を確認する時間も大いに要すると
いった課題もあります。
こうした中、長年にわたって画像に関するAI開発を
行ってきたキヤノンは、高解像度カメラで撮影された点
検用画像から、幅0.2mmの細いひび割れや、点検用画
像の画質によっては幅0.05mmのヘアークラックまで
も、AIを用いて検知できるようにしました。これにより、
増加傾向にあった点検技術者の作業工数が大幅に軽減
されました。ある事例では、点検技術者が点検結果デー
タを作成するのに12時間かかっていた作業を、1時間
半で実施できたという成果も報告されています。
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SPADセンサープロトタイプ コンクリート構造物のひび割れをAIで検知

新たな価値創造、社会課題の解決に向けた研究開発の具体例

キヤノンでは、「コア技術」「基盤要素技術」「価値創造基盤技術」を多様に組み合わせる
コアコンピタンスマネジメントを通じ、新たな価値創造、社会課題の解決に向けた新たな
事業が続々と生み出されています。

新たな価値創造、社会課題の解決



宇宙という最後のフロンティアを切り拓く
「人工衛星開発」
人工衛星の開発・生産や打ち上げから、通信、衛星画
像・位置情報サービスなど、宇宙ビジネスはこれからの
成長が非常に期待される分野です。グループ会社キヤノ
ン電子は、人工衛星の姿勢制御に欠かせないモーター
技術、マクロからズームまでに対応するレンズ技術、無
駄を極限まで省く小型化技術などの確かな素地があり
ます。加えて、キヤノングループがもつ電子技術や機械
技術、光学技術、材料技術なども総動員しながら、超小
型人工衛星を部品から自社開発・製造しています。
超小型人工衛星の開発には、動作環境が地上とは大

きく異なる宇宙空間のため、放射線によるシステムの停
止や誤動作の発生リスク、真空状態で発生する熱などの
課題があります。キヤノン電子では、放射線耐性を備え
た民生部品の利用や金属を利用して放射冷却する方法
の発案などで課題を解決し、すでに2基の人工衛星の打
ち上げに成功しています。キヤノン製カメラや超高感度
カメラが搭載され、地上500kmの軌道上から740km×
560kmという広域画像、自動車までも認識できる高解
像度の画像や月明り程度の光源しかない夜間画像も撮
影するなど、さまざまな画像データを日々地球へと送信
しています。
さらに、キヤノン電子を含む4社で、ロケット打ち上げ
事業会社スペースワンを設立。日本初の民間ロケット発
射場を和歌山県串本町に建設し、人工衛星の開発・生
産から打ち上げまでを担う総合宇宙ビジネスをめざし
ています。

臨場感のある映像体験を実現
「ボリュメトリックビデオシステム」
キヤノンは、スポーツ観戦やエンターテインメントを
中心とした幅広い分野に新しい映像体験を提供する「ボ
リュメトリックビデオシステム」を展開し、あらゆる位置
から好みの角度で映像が見られる自由視点映像を実現
しています。例えば、スポーツ観戦では、選手の視点か
ら見た光景をはじめ、あらゆるアングルから見ることが
でき、さらにスローモーションで視点を自由に変更する
など、視点と時間を思いのままに操作することが可能
です。また、立体的なカメラワークや現実にはカメラを
置けないような場所からの映像生成も可能で、テレビ
番組の収録などではまるで人物が森や海の中にいるか
のようなリアルな映像も実現しています。
ボリュメトリックビデオシステムは、競技場やスタジオ

を周回するように設置した多数の専用カメラの映像に
独自の画像処理を行い、3Dデータに変換してサーバー
に情報を蓄積。仮想カメラの位置や動きを指示すると、
3Dデータの中からカメラアングルに応じた映像にレン
ダリングし、動画としてアウトプットします。
ボリュメトリックビデオシステムは、キヤノンが培って

きた光学技術や映像技術に加えて、グループ内で開発し
たネットワーク伝送技術やユーザーインターフェース
などを高度に融合させることで実現。場所・時間の壁を
取り払うとともに、スタジオセット資材の削減も実現す
るSDGsの趣旨にも叶う技術として、キヤノンはこれか
らも開発を続けていきます。
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スポーツ観戦を劇的に変化させるボリュメトリックビデオシステム 今、地球を周回する超小型人工衛星


