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１．緒言 

インターネットが人々を繋ぐようになった

20 世紀末， P&G のマネージャだった Kevin 

Ashton は，「インターネットを利用した情報

システムにおいて『人間』という『ルータ／

入力機器』が最も不完全である」として，物

と物を直接インターネットでつなぐ IoT 

(Internet of Things) を提唱した 1）。その後，

スマートフォンによる物理センサ利用，AI

（人工知能）とカメラ画像による認証技術の

進歩，安価な RFID（無線タグ）の普及によ

り，IoT は実世界を認識する手段として急速

に広まった。 

 世界にある膨大な物をセンシングするため

には，低コストで大量のセンサを利用するこ

とが必須である。センサ業界に求められたの

は，実績ある枯れた技術を用いたセンサをよ

り安く提供することであった。 

唯一，新たなビジネス立ち上げに成功した

デバイスに CMOS (相補型金属-酸化物-半導

体) イメージセンサがある。これは，それま

で主流であったCCDイメージセンサと違い，

標準的なシリコンファブの流用で製造できる

ことで大幅な低コスト化が可能になったもの

である。結局これもセンサ低価格化への大き

な動きの一部と考えることができる。 

 このように IoT における実世界認識は可能

な限り安いセンサを大量にばらまいて得られ

るデータから機械学習や AI で情報を引き出

して活用する方向に動いている。 

 このような状況下ではセンサビジネスには

大きな課題が現れる。それは実績あるデバイ

スの低コスト化のみが目標になると，体力勝

負の価格競争による儲からないビジネスに繋

がるからである。また研究開発の面でも，新

技術に挑戦する意欲がそがれてしまう。 

 ここでは，センサ業界が直面している上記

課題について，新ビジネスのスタートアップ

という観点から，経済と情報の流動性に関す

る新しい動きを紹介することで，新たな展開

についての可能性を議論する。 

 

２．IoT向け化学センサ 

センサ業界における新しい技術の例として，

我々が取り組んでいる化学センサをとりあげ

てみよう。 

これまで IoT 用センサは，対象物の位置や

形，運動（速度・加速度・角速度），温度・

湿度，気圧・圧力・音波，電磁波・光など，

物理的な性質を検出するものがほとんどであ

った。 

一方，化学的な性質の検出は分子レベルの

正確な情報を与えるため，物質や材料，およ

び動植物や人に関する深い情報を得ることが

可能になる。 

19 世紀の半ばまで人類は「物の性質は温度

等の外界条件に依存するが，生物は外界と独

立した『生命力』により平衡を維持している」

と考えていた。実験医学の提唱者として知ら

れる Claude Bernard は，「生物現象の特殊性

は温血動物の内部環境（細胞が浸されている

血液や組織液とその成分）が外部環境ほど容

易に変化しないことに起因する」とし，外部

環境だけでなく、内部環境を測定することが

重要な意味を持つことを指摘した 2)。 

内部環境の指標化には分子レベルの化学的

パラメータの測定が必要となる。化学的パラ

メータの測定は，物理的なパラメータの測定

と比べてキャリブレーション等の調整に多く

の専門的知識を必要とする。従って，医学に

おいては特定用途向けに高度な医療機器が発

達してきた。同様の状況は，他の産業分野，

例えば資源，環境，海洋，エネルギー，農業，

食品など，幅広い場面で化学センシングを行

う時にも生じている。 

 

３．スタートアップのためのビジネスモデル 

３．１ 市場サイズとシリコンファブ 

エレクトロニクスあるいはシリコン半導体

集積回路は，市場が立ち上がって量産のサイ

クルが回り始めた時には経済的に非常に優れ

た結果を与えることが期待される。 

情報通信分野の幅広い領域で，人類史上最

高の生産技術とも言われるシリコンファブを

使ったデバイスが開発されているのは，高度

なデバイスが大量かつ均質に製造されること

に加えて，デジタル化や通信，演算，制御，

記憶などを同じチップ内に集積化することで

システムとしてのコストパフォーマンスを優



れたものにできる可能性を持っているからで

もある 3)。大企業における新規事業提案にお

いて，エレクトロニクスの活用を前提とする

場合，巨大な市場が見込めない限りビジネス

プランが立てられない場合が多い理由の一つ

はここにある。 

 

３．２ ロングテールビジネス 

しかし，そのビジネスモデルが成り立つの

はビジネスが大きく立ち上がって，販売が軌

道に乗った後のことである。リスクのあるス

タートアップを立ち上げるにあたり，初期投

資を抑えることは鉄則である 4)。 

例えば，新規センサビジネスの多くは，ス

マートフォンに標準機能として搭載されるよ

うな例（これはこれで既存製品の価格競争に

陥りがち）を除き，特定用途向けのニッチ市

場を相手にするところからスタートする。特

に，化学センサは測定したいというニーズが

多様であるため，ほとんどがロングテール市

場向けのビジネスになる。個々のニーズに合

わせて異なるセンサを開発していたのでは大

きな利益は出しにくいので，製造側からは上

に述べたようなシリコンファブの利用等によ

り特定のセンサプラットフォームを構築する

手段が必要になる。 

 

３．３ 化学センサにおける例 

IoT においては，物理センサ並みに使いやす

くて安価な化学センサが必要になる。我々は，

IoT における使いやすさと低コスト性を備え

たデバイスとして，シリコンファブで量産可

能な ISFET（イオン感応型電界効果トランジ

スタ）センサを開発している 5)。 

 

 

 
 

Fig 1  Data transmission to smartphone 
by ISFET biosensor for stress 

marker detection. 

 

 
 

Fig 2  Simple & quick exchange of sensor chips: 
from an amylase sensor to a cortisol sensor. 

 

 

試作した ISFET ベースのストレスセンサ

モジュールの例を Fig.1 の写真に示す。唾液

中にある各種ストレスマーカーをモニターし

て，BLE (Bluetooth Low Energy) によりス

マートフォンへ逐次データを送ることができ

るようになっている。また，Fig.2 に示すよ

うに，先端部のチップを差し替えれば，異な

るストレスマーカーが測定できることで，複

数のニーズに対応するプラットフォームを提

供できるようにしている。 

 

 

４．流動性を妨げているもの 

４．１ 貨幣の歴史 

長い貨幣の歴史の中で，「貨幣の本質は何

か？」という問いに対する答えは時代により

変化してきた 6)7)8)9)。貨幣とは何かという問い

に対して，後述する Bancor Protocol の創始

者の一人であるGalia Benartziが早稲田大学

で行った講演を YouTube で見ることができ

るので興味のある方はそれを参照していただ

きたい 10)。その講演で Galia は，Fig.3 に示

すようにロングテールビジネスと暗号通貨の

関係について述べている。 

 

 
 

Fig. 3  Galia’ lecture at Waseda University 
on long-tail business & 

user-generated currency 

 



物を含む資産の交換を容易にするのが貨幣

であるという概念から，経済学では貨幣のこ

とを流動性と呼ぶ場合もある。今日，極めて

優良な貨幣であるとみなされている米ドルや

日本円は流動性が高いがアルゼンチンペソは

危機に直面している。後者のような国々では

暗号通貨（仮想通貨，暗号資産とも）の方が

信頼されることも起きている。一方，優良な

法定通貨を持つ国では暗号通貨に対して不安

定で危険だとのイメージが持たれている。 

  

４．２ 暗号通貨における課題 

岩村充によれば，暗号通貨の価格が不安定

で予見不能な理由は二つある 6)11)。 

一つは安定性である。例えば Bitcoin の場

合，マイニングに課される数値探索問題は，

参加するマイナーが多くなって誰かが問題を

解いてしまう時間が短くなると，ブロック形

成時間を一定に保つように探索問題の難度が

上がり，その結果，より多くの計算リソース

が必要になる。市場価格が上昇すれば新規の

仮想通貨供給に必要な電気代が増加するし下

落すれば反対のことが起こる。期待あるいは

気分で掲載された価格を供給コストが後追い

するため市場価格は激しく乱高下する。岩村

はこのような正のフィードバックを防ぐ仕組

みは作れるはずだと主張している。 

もう一つは，仮想通貨を作り出すための経

済性が法定通貨と比べて極端に劣ることであ

る。現時点では暗号通貨を作り出す電気代は

法定通貨の発行費用に比べて何ケタも高い。

これは通貨の信用創造というテーマと関わっ

ており，現在盛んに議論されると共に様々な

新しい取り組みが行われている。 

一方，ロングテールビジネスに暗号通貨を

適用するという立場から，Galia らは Bancor 

Protocol を提唱している。もともと Bancor

というのは，1944 年に戦後の世界経済を安定

化させるために開催されたブレトン・ウッズ

会議で，英国の John Maynard Keynes らに

より提案された超国家的通貨の名前である。

この会議では，圧倒的経済力を持つ米国が提

案する金・ドル本位制（IMF 体制）が採用さ

れ，それが変動相場制が導入される 1973 年

まで続くことになった。Bancor Protocol は

Keynes のアイデアを借りて，各種暗号通貨

（トークン）の価格を単純な式で自動的に決

定するというものである。Bancor は，ケニア

で銀行口座を持たないUnbankedと呼ばれる

人達が主に使う地域通貨である Sarafu との

連携を開始している（Fig. 4 参照）。 

 
 

Fig. 4  Sarafu NW Token System 
collaborated with Bancor 

 

 

５．ブロックチェーン 

５．１ 流動性の極めて高い課金 

暗号通貨による課金は金融機関による手数

料をほぼゼロにできることから，ニッチ市場

でスタートした初期段階で何とかして利益を

出そうとするスタートアップには基本的に適

していると考えられる。とりあえず使ってみ

たいという顧客が躊躇するような障壁をなく

すこと，Bancor により各種の暗号通貨が共通

に使えるプラットフォームを築き，気軽に速

やかに喜んで課金してもらえるような仕組み

を作り上げることが重要である。 

 

５．２ 情報セキュリティ 

暗号通貨の基本技術であるブロックチェー

ンは，セキュリティの確保と言う点でも優れ

ており，センサの課金およびデータ取扱いに

適している。 

例えば，従来の電子医療・健康・個人記録

システムにおいては，電子公開鍵インフラス

トラクチャとパブリッククラウドに基づく基

本暗号を使用してデータの機密性とプライバ

シーを確保するアプローチがとられている。

データはクラウドに送られる前に暗号化され



るが，これはデータの検索可能性を制限しシ

ステムを使いにくいものにしている。 

暗号通貨で導入されたブロックチェーンを

センサデータ管理に使うことで，データのセ

キュリティと使いやすさを両立させる試みが

行われている。ブロックチェーンは，相互に

リンクされたデータ構造（ブロック）のリス

トからなるオープンな分散オンラインデータ

ベース構築技術である。ブロックは複数のノ

ードに分散される。各ブロックは，生成時の

タイムスタンプと，前のブロックのハッシュ

とトランザクションデータおよび患者のヘル

スケアデータとヘルスケアプロバイダ情報な

どを含む 12)。一旦ブロックがチェーンに挿入

されると，どんなブロックも全ての後続のブ

ロックを変更することなしには修正できなく

なる。 
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