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特別
リポート

オープンイノベーション3.0に
中小企業はどう向き合うべきか
東京大学工学系研究科 教授　元橋 一之



　日本政策金融公庫総合研究所は、経営者や家族だけで稼働する生業的な企業から株式上場を目前にしたハイ
テクベンチャー企業まで、さまざまな中小企業を研究対象とする総合的な研究機関です。アンケート調査や
ヒアリング調査など多くの中小企業をお客さまとする日本公庫ならではのフィールドワークを基礎に、専門性・
独自性・先進性に富む研究活動を展開しています。



42 日本政策金融公庫 調査月報
August 2019 No.131

活動量計に人生を賭ける

――国内でも数少ない活動量計専門

のメーカーだそうですね。

　活動量計とは、人の動きをセン

サーで捉えて、歩数やカロリー消費

量などを測る器具のことです。セン

サーの種類は、昔ながらの振り子式

や最新技術を用いた電子式がありま

す。当社は電子式のなかでも、左右、

上下、前後の3軸に対する動きを測

れる、3D加速度センサーを用いた

活動量計を得意としています。はっ

きりとわかる動きだけではなく、傾

きや方向の変化を感知するため、歩

行かどうか判定しかねる微妙な動き

を正確に捉えられる特徴があります。

　当社は1992年の創業以来、活動

量計一筋です。創業メンバーは、同

じ大手精密機械部品メーカーでセン

サーの研究をする技術者でした。元

勤務先がバブル崩壊の影響で事業の

撤退を決めたことがきっかけとな

り、独立したのです。最終的に6人

の技術者が当社に転籍しました。

　元勤務先からはセンサーを搭載し

た活動量計の開発・製造事業を引き

継ぎました。以来、ヘルスケア業界

大手と直接取引しています。当初は、 

預かった設計図どおりに活動量計を

つくって相手先ブランド名で販売す

る、OEM形態の受注が大半でした

が、ほどなくして設計段階から任さ

れる、ODM形態に変わりました。

――なぜ形態が変わったのですか。

　設計から製造までを委託するほう

が効率的だと考えたのでしょう。当

選ばれる小さな企業
－多様化する顧客ニーズに向き合う－

　平成は大きなうねりの連続であった。バブルの崩壊に始まり、経済の
長期停滞、少子高齢化や地方の衰退など社会構造の変化が表面化、
自然災害も相次いだ。この間、スマートフォンに象徴される情報テクノ
ロジーが席巻、訪日外国人の増加などもあり、消費者のニーズは多様
化した。企業には試練の時代だったが、顧客の支持を武器にたくましく
生き抜いてきた企業も存在する。
　本連載では、顧客から選ばれ、顧客と共に時代を駆けてきた小企業
の経営から、新しい時代を生きる術を考えていく。

　長野県飯田市にある㈱アコーズは、人の運動量を測る活動量計を生産している。従業者数
はわずか12人と小規模ながら、取引先は全国にある。業種も大手メーカーや医療施設、公共
機関など幅広い。社長の佐々木邦雄さんは「営業担当はいないし、けっしてアクセスの良く
ない飯田にある会社ですので、取引先には迷惑をかけています」と言うが、同社には相談事
がひっきりなしに舞い込んでくる。

㈱アコーズ

代 表 者　佐々木 邦雄
創　　業　1992年
資 本 金　4,600万円
従業者数　12人

事業内容　活動量計の開発・製造
所 在 地　  長野県飯田市鼎

かなえ
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電話番号　0265(53)6571
Ｕ  Ｒ  Ｌ　https://acos.co.jp

代表取締役　佐々木 邦雄（ささき くにお）

測るに夢中な技術者集団

〈企業概要〉
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時、大手メーカーは経営資源の選択

と集中を進めていました。設計工程

を省いても製品ラインアップを維持

できる当社との取引が魅力的だった

のだと思います。当社は、大手のブ

ランド力を借りつつ、自由に製品開

発できるわけですから、モチベー

ションが上がりました。

　健康志向の高まりを追い風に、活

動量計の年間製造数は2007年に

100万個を超えました。当時の国内

販売数は約700万個でしたから、

市場シェアの15パーセントを当社

が占めていたことになります。

　あれから10年以上たった今、活

動量計製造の主役は海外メーカーで

す。活動量計は要のセンサーさえ用

意できれば、組み立ては容易です。

コストの安い海外勢が台頭し、国内

企業は生産から撤退していきました。

　もっとも、われわれはセンサーを

研究したくて独立した技術者集団で

すから、海外勢との価格競争には目

もくれず、センサーを使った活動量

計の可能性を追求してきました。

――どのような可能性ですか。

　一つは測る対象の拡大です。歩数

のほかに、カロリー消費量や睡眠時

間なども測れるようにしました。今

や当たり前の機能ですが、カロリー

消費量の計算機能を初めて付けたと

きは、取引先に驚かれたものです。

　もう一つは、測る精度の向上です。

21世紀に入り3D加速度センサーが

誕生すると、誰に頼まれるわけでも

なく、当社はいち早く活動量計への

転用を研究し始めました。

　3D加速度センサーと一口に言って

も、捉えたい動きによってセンサー

を制御するアルゴリズムは異なりま

す。活動量計に搭載するには、人の

動きに合わせたアルゴリズムを組む

必要がありました。そこで従業員が

皆、昼夜を問わず試作品を身につけ、

ひたすらテストを繰り返しました。

　ODMの傍ら開発を続け、2004年

に歩行を測ることに特化したアルゴ

リズムが完成しました。現在も当社

の製品のベースとして、小さな動き

も見逃さない精度を実現しています。

使い道は顧客が教えてくれる

――精度の高さはそんなに重要なの

でしょうか。最近はスマートフォン

でも測れますよね。

　そのとおりです。スマートフォン

が普及してから、活動量計のODM

供給は減少傾向にあります。日頃の

運動量を大まかに把握するだけな

ら、スマートフォンで十分でしょう。

　その一方で、精度を重視するユー

ザーもいます。例えば、足腰のリハ

ビリに取り組む人です。リハビリ中

の歩行はすり足になることが多く、

スマートフォンでは正確な歩数を測

れません。正しく記録が残らないと、

患者はモチベーションが下がります

し、医師も診断に使えません。

　当社にこうしたニーズを教えてく

れ、技術者魂に火をつけてくれたの

は、飯田市の病院に勤務する医師で

した。そこで既存のアルゴリズムを

改良し、すり足と正常歩行を区別し

て測れる製品「リハビリ歩行計」を

開発しました。正常歩行の割合も計

算できますから回復状況を定量化で

きると、喜ばれました。現在、県内

では当社の活動量計を採用するリハ

ビリステーションが増えています。

この経験から医療分野では当社の技

術が生きると考え、2013年に医療

機器製造の許可を取得しました。

――医療以外のニーズはどうですか。

　よく相談を受ける業種の一つに運

輸業があります。長距離バスやト

ラック、電車などでの居眠り運転を

防ぐためです。多くの企業は、飲酒

の有無に加えて睡眠状況もチェック

新製品が生まれる開発室
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　もう一つは、かつて相談を受けた

先からの紹介です。成功事例が呼び

水となり、新たな相談が舞い込むよ

うになりました。当社には営業担当

の従業員がいませんから、こうして

紹介いただいた案件が業績アップの

生命線です。これまでにないテーマ

が寄せられると、われわれは奮い立

ちます。当社がもつ技術をすべてさ

らけ出してでも何とか実現させよう

と毎回、開発に取り組んでいます。

――最近は、活動量計の利用者をサ

ポートするサービスも始められたと

聞きました。

　データ管理のサービスですね。

きっかけは長野県駒ヶ根市の施策で

ある、活動量計を使った健康増進事

業への参画でした。打ち合わせの過

程で、市民の運動データを集約して

分析できる仕組みが欲しいという話

が出ました。活動量計を配るだけで

はなく、データを把握することで次

の政策に生かそうというわけです。

　要望を受けて、活動量計にICチッ

プを搭載しました。専用のリーダー

にタッチすると、簡単にデータを読

み取れます。

　さらに、データを自動でサーバー

に転送して管理・分析できるシステ

ム「AWDS」を開発しました。松本

大学人間健康学部の根本賢一教授に

助言をいただき、完成したものです。

何とかできないかと考え、活動量計

の利用を思いついたそうです。

　最初は既製品を試したものの、う

まくいきませんでした。3D加速度

センサーだけでは、猫の飛び跳ねと

いった素早い上下の動きを正確に測

れなかったのです。そこで気圧セン

サーを搭載しました。猫の飛び上が

りを気圧の変化で捉えるわけです。

3D加速度センサーと組み合わせる

ことで、通常動作と飛び跳ねを分け

て測れるようになりました。現在、

全国4,000件の動物病院で、当社の

開発した製品が使われています。犬

にも使えると好評です。

測る面白さを共有する

――新しいお客さんはどうやって御

社にたどり着くのでしょうか。

　主に二つのルートがあります。

　一つは、ODM先からの紹介です。

活動量計の技術を応用したいと考え

る企業や医師は、まずは業界大手に

相談するそうです。しかし、大手は

こうしたニッチな分野で経営資源を

投入しにくい。そこで、当社に声が

かかるわけです。とはいえ、実現可

能性の低い案件が持ち込まれること

はありません。紹介する側も活動量

計のプロですから、きちんとフィル

ターを通したうえで話を持ち込んで

くれます。

しています。ただ、アルコールと違

い睡眠時間は運転手の自己申告でし

か把握できませんでした。

　これを受けて開発したのが「スリー

プモニター」です。就寝時に腰につ

けておくと、仰向け、うつぶせなど

睡眠中の姿勢の変化を捉えます。寝

返りの回数やタイミングから深い眠

りと浅い眠りの時間を測り、熟睡時

間を確認することができます。

　この製品は大手鉄道会社の協力を

得て、夜勤で車庫に泊まる運転士に

実際に使ってもらいました。実証実

験の結果は良好で申し出のとおり睡

眠していることを確認できました。

管理担当者からは乗務前の体調を

数値でチェックでき安全管理に役立

つと喜ばれました。バスやトラック

業者からも問い合わせが相次いで

います。

　さらには人間以外の分野でも当社

の活動量計は活躍しているのですよ。

――どのような分野ですか。

　猫の活動量計です。大手動物病院

の獣医からの相談が、開発のきっか

けです。

　獣医は患者と言葉を交わせません

から、治療後の健康状態、例えば活

発に動いているかどうかを目視で確

認します。ただ、ゲージの前で観察

したり、様子を録画した映像を確認

したりするのは非効率です。これを
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納品しました。

　人間や動物ではなく、物体の動き

を測るというアイデアも生まれてい

ます。例えば、薬を入れるピルケー

スに活動量計をつけて、重さの変 

化とふたの開閉を捕捉すれば、薬 

を飲んだかどうかがわかります。

AWDSの仕組みを使えば、遠くに

いても服薬履歴をチェックできま

す。最近話題の高齢者の見守りサー

ビスと相性が良いかもしれません。

　創業以来、活動量計のことだけを

考えて仕事をしてきました。従業員

とよく話すのですが、振り返ってみ

ると、無謀な挑戦の連続でした。そ

れでも約30年間続けてこられたの

は、お客さまが当社を鼓舞し続けて

くれたからだと思います。これから

もお客さまと共に、「測る」を楽しん

でいきたいと考えています。

　ただ、後で知った話ですが、当社

のサーバー利用料は一般的な水準の

半額程度だそうです。価格を決める

ときにもっと検討するべきだったと

従業員と一緒に苦笑いしました。

もっとも、AWDSやそれをきっかけ

にした活動量計の普及はお客さまが

いてこそ実現したわけですから、大

きく儲けるというのではなく、研究

開発が継続できる程度の売り上げが

維持できれば十分と考えています。

――今後の展望を教えてください。

　活動量計の小型化を進めています。

一例が2018年に発売した「nano tag」

です。重さは2.5グラムで、1円玉

より小さい製品です。マウスにつけ

られるので、動物実験の効果を測る

ツールとして期待しています。すで

に、国内外のいくつかの研究機関に

このシステムを使えば、市の担当者

は、サーバーに集まったデータを分

析して市民の健康管理や健康指導に

関する政策づくりに生かせます。

　また、市民は専用サイトで日々の

活動量を確認したり、参加者ラン

キングをみたりすることができま

す。市内の病院やスーパーなどに置

かれたリーダーにタッチすると、商

店街で使えるポイントが活動量計に

たまっていきます。楽しみながら運

動できる仕掛けといえるでしょう。

　このサービスは2015年に始まり、

現在、1,500人の駒ヶ根市民が利用

しています。健康保険のデータと合

わせて分析したところ、サービスの

利用者は保険診療が減っていること

がわかりました。この成果をみて、

諏訪市、箕輪町など近隣の市町村か

ら依頼が相次ぎ、現在、県内10市

町村でAWDSが導入されています。

　最近では、従業者数が1,000人を

超える大企業や県内のリハビリス

テーションでAWDSを導入する

ケースも出ています。

――サービスの収益はどうですか。

　主な収入は、活動量計本体の売り

上げとサーバー利用料です。本体は

1台6,000円ほどです。利用料は1人

当たり月額50円で、約1万人が利

用しています。おかげで安定した収

益を得られるようになりました。

　同社の従業員とその家族は、普段から活動量計を身につけてAWDSでデータ
を集めているそうだ。佐々木社長も活動量で負けないよう、出社前に畑仕事や
ウオーキングに励んでいるという。取材を通して、楽しみながらも、測ること
に真剣に向き合う精神が、会社全体に浸透していると感じた。
　同社はいわゆる営業活動を行わない。既存の取引先が新たな取引先を次々と
連れてきてくれる。それは、難しい注文でも全社をあげて応えようと努める姿
勢が取引先の信頼を勝ち取り、「応援したい」「誰かに紹介したい」と思わせて
いるからではないだろうか。こうして得る仕事のおかげで、価格競争に巻き込
まれず勝負できる。同社にとって、取引先との関係はかけがえのない経営資源
なのである。 （長沼 大海）

選ばれる小さな企業
－多様化する顧客ニーズに向き合う－

取材メモ


