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日本で初めてGPSを販売
IoT時代のキーカンパニーに

アメリカで生まれたての
ＧＰＳ装置を日本に導入

ＧＰＳ（グローバル・ポジショニ

ング・システム）は 、いまや私たちの

生活に不可欠なほど情報機器に組み

込まれている 。スマホやカーナビな

どで正確に位置を測定できるのは 、

地球上を回る人工衛星からの電波を

受信して位置を割り出しているから

だ 。アメリカのＧＰＳ以外にもロシ

アやＥＵ 、日本などが運用しており 、

総称してＧＮＳＳ（全球測位衛星シ

ステム）と呼ぶ 。

かつてはアメリカが意図的に測位

精度を１００メートル程度に抑えて

いたが 、今は解除され 、誤差は メ

トリンブルが独立して会社を立ち上

「ＨＰの技術者だったチャーリー・

つて特許を独占的に所有していた 。

社はＧＰＳ機器の開発会社としてか

ら１２０台を購入した 。トリンブル

ナビゲーション（現トリンブル）社か

のベンチャー企業であるトリンブル・

レーで１９７８年に誕生したＧＰＳ

歳）である 。アメリカのシリコンバ

アカサカテックの加瀬順一社長（

日本に輸入し 、初めて発売したのが

アメリカで生まれたＧＰＳ装置を

ンチになるといわれている 。

ちびき」が運用されると 、誤差が数セ

ートル程度 、日本版ＧＰＳ衛星の「み
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る情報機器に不可欠な GPS を最
初に日本で販売したのがアカサ

カテックの加瀬順一社長である。
船舶のエンジンを作るエンジニ

置測定が必要と判断し、アメリカ
で販売が始まったばかりの GPS

を日本に持ち込んだ。情報通信

だ 、手作りの地図しかなく 、チャー

システムを見せてもらいました 。ま

れを車に積んだカーナビゲーション

キロ近いような大きなもので 、そ

めたのです 。当時のＧＰＳ受信機は

なり 、日本での販売権をもらって始

げたばかりでした 。彼と知り合いに

アだった加瀬社長は、船舶を効率
企業データ

社…神奈川県横浜市金沢区白帆 4-2
マリーナプラザ 3F
設 立…1988 年
資本金…4000 万円
売上高…10 億円（2017 年度）
従業員…40 名（うち正社員 32 名）

建築、インフラ保全などの分野で

独自の商品・サービスを生み出し、
GPS 産業の基盤を築いてきた。
アカサカテックを IoT、ビッグデ

ータ産業のキーを握る企業に成
長させた加瀬社長に聞いた。

ビゲーションで車が走る時代が来る

を走ったものです 。あの時 、自動ナ

れ』と言うので 、それでサンノゼの街

工事などでローラーに搭載し適確な

多機能端末 、転圧管理システム（舗装

用に耐える耐久性のある

土木・建設では 、屋外使

安全運航システムなど 。

のだなと驚きましたが 、今やＧＰＳ

転圧を管理する）
、クレーンの高さ制

ステムなどがある 。この他にも 、地

限管理システム 、ダンプ運行管理シ
そう語る加瀬社長は 、まさにＧＰ

滑りや火山活動の地形変化をモニタ

リングする装置もあり 、箱根大涌谷

の火山活動が活発化したときもこの
ア技術を組み合わせて 、様々な装置

理で道路上の穴や割れ目などの異変

さらに 、全国の高速道路の維持管

装置が使われた 。
やシステムを開発販売している 。設

を位置情報付きで撮影するシステム

「ＩｏＴもビッグデータも必ず時間

ンは無限大にある。

もっとＧＰＳの利用シーンは増えて

ロボット技術などと融合しながら 、

いるので 、今後はセンシング技術や

など 、顧客に応じたアプリケーショ
製品の分野は海洋が３割 、土木・

と場所の情報が重要で 、それを測る

いくと思います」と加瀬社長は自信

いる 。
建築が６割である 。たとえば 、海洋

ことができるのはＧＰＳしかありま

重機に設置して道路の舗装工事などの計測に使用する、1cm
単位で測量可能な高精度 GNSS センサーモジュールを 2 基搭
載した堅牢型・多機能端末。AndroidOS 搭載、5-band LTE モ
ジュール標準装備で、常時クラウド接続環境を提供。

では船舶インターネット通信機 、衛

重機 IoT 時代を牽引する「HDT280」

を深める 。

造は台湾の上場企業２社に委託して

計から開発までおこない 、実際の製

術を核として通信技術やソフトウエ

現在 、アカサカテックはＧＰＳ技

いい 。

Ｓの発展と共に歩んできたと言って

きさになりました」

モジュールはせいぜい ミリ角の大

リーのお父さんが『ジュン 、車に乗

技術も活用しながら、海洋や土木、

星通信・電話装置 、深浅測量システム 、 せん 。当社はまさにそのど真ん中に
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的に運航させるために正確な位
本

10

スマホ、カーナビをはじめあらゆ
40

って 、どんな商売なのか体験しまし
た 。でも 、どこか違うんですよ 。自
合わないわけです 。結局 、好きなこ

分が生きてきた道や赤阪鐵工所には

加瀬社長は大学卒業後 、大型船舶
とじゃなければ続かないと思いまし

勤務先の船舶エンジン
メーカーが苦境に
用エンジンの中堅メーカーで東証２
部に上場している赤阪鐵工所に就職 、 て 、原点の技術者として海運業界を

によって 、造船不況に陥り 、赤阪鐵

に端を発する第２次オイルショック

しかし 、１９７９年のイラン革命

エンジンの開発も検討したが 、そう

められる 。そこで 、燃費効率の高い

危機を乗り越えるには 、省エネが求

オイルショックというエネルギー

考え直してみました」

工所も厳しい経営環境に追い込まれ

簡単にできるものではない 。ならば 、

エンジニアとして働いていた。

た。

ユーザーである海運業者がどうすれ

を言える立場にあったので 、社長に

「その頃 、社内でわりと自由にもの

た。

になる 。何かいいセンサーがないか

には船舶の正確な位置と時間が必要

です 。適確な航海計画を立てるため

効率化するかということになるわけ

加瀬社長はＧＰＳを日本に持って

ばコストカットできるか 。

『このままでは会社が駄目になりま

とあれこれ探しましたが 、見つから

「ロランＣ」という地上の電波によっ

アでありながら 、当時の社長に嘱望

す 。３年間遊ばせてくれたら 、会社

ない 。そのうち 、アメリカの国防省

「要は運ぶ間の時間と距離をいかに

が生き残る道を見つけてきます』と

ル社としても日本での販売は願った

来たいと当時の社長に進言し 、すぐ

「しかし 、精度が悪くて 、大韓航空

りかなったりだった 。まだ試作品段

て測位するシステムがあり 、日本の

当時 、船の位置を測るためにはＮ

機がソ連に撃墜されたのも 、自分の

階だったが 、加瀬社長はまず１２０

が開発したＧＰＳ技術に行き着いた

３年間いろいろなことをしました」

ＮＳＳ（ネイビー・ナビゲーション・

ポジションがよくわからず 、ソ連領

台を購入する契約を交わした 。

若造が偉そうに言ったんです 。する

加瀬社長は会社の資産をすべて見

サテライト・システム）というアメ

内に越境してしまったからなんで

アメリカに飛んで 、冒頭のチャーリ

直し 、全国に持っていた支店の不動

リカ海軍が開発した航行衛星を利用

す」

たが 、一部の経営幹部達はＧＰＳの

船舶がよく利用して 、航空機も使っ

産に着目した 。この土地を活用して

した測位法が一般的だった 。ところ

この撃墜事件の後 、安全な航行の

意義を理解できず 、赤阪鐵工所で扱

のです 。まだ衛星が４〜６個程度で

葬儀社やディスカウントショップの

が 、４時間に１回しか衛星が回って

ためにアメリカ政府はＧＰＳを民間

うことに反対した 。ＮＮＳＳやロラ

と 、社長も危機感を持っていたので

展開も真剣に検討した。

こないのでリアルタイムに位置を特

に開放するようになった 。

ー・トリンブルに会った 。トリンブ

「試しに秋葉原にあったディスカウ

定できなかった 。内陸や沿岸部では

意気揚々と帰国し 、社長に報告し

ントショップの店員をやらせてもら

ていた 。

国土交通省は、建設現場の全工程の情報化を前提とした「i-Construction」
という取り組みを進めている。アカサカテックでは、
i-Construction での
「測
量」→「設計・施工計画」→「施工」→「検査」
、さらに「維持管理」までの全
工程で、アカサカテッククラウドサーバによってデータを一元管理できる
システムを提供している。

運用していた時代です」

アカサカテックの「i-Construction+1」

しょうか 、認めてくれて 、それから

され 、企画開発次長に抜擢されてい

当時 、加瀬社長は 歳 。エンジニ
32
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こんなところでも使われているアカサカテックの製品

する道を選んだ 。

れ 、加瀬社長は仕方なく独立 、起業

の計測で充分じゃないか」と反論さ

な精度が必要なんだ 。４時間に１回

は１００倍も高かったが 、
「何でそん

ンＣなどに比べてＧＰＳの計測精度

く知っているところに売り歩きまし

京天文台とかソニーなどＧＰＳをよ

もあって実用化には厳しいため 、東

することができました 。衛星の問題

その結果 、ＧＰＳというものを理解

出し 、改良した製品を作りました 。

たが 、３年間で資金の１億円は底を

突き 、収支トントンになったのは７

た 。加瀬社長は赤阪鐵工所の役員や

性の３人でアカサカテックを設立し

１９８８年 、元部下と経理係の女

するのにＧＰＳは最適の装置だった

魚群の居場所をピンポイントで特定

ながら 、漁業者向けに売り込んだ 。

その間 、加瀬社長は製品を改良し

年目。それまでは苦しかったですね」

部長 、子会社の人たちまで口説いて

からだ 。当時 、 〜 メートルの精

販売したＧＰＳの
不良で３割が返品

個人出資させ 、２０００万円の資本

金を集めた上で 、社長の保証で銀行

度で測位できることは画期的だった 。

に売り込んだが 、反応はひどいもの

ブル社の製品も改善された 。これに

その後 、衛星が追加され 、トリン

できた 。

だった 。訪問する客の９割が「そん

よって使い勝手と精度が向上し 、年

商も８億円まで増大したが 、２００

０年初頭のＩＴバブル崩壊で売り上

まで激減 。当時 名いた社員のうち

人を別の会社に引き取ってもらっ

てしのいだ 。

その契約を担保に何とか運転資金を

銀行からは 、契約を受注できたら 、

そのため 、販売できたＧＰＳも３

借りた 。加瀬社長は赤阪鐵工所で世

私は技術屋ですから 、製品を分解し

長の保証で１億円を銀行から借りる

願いした 。役員は反対だったが 、会

「このクレームがためになりました 。 話になった会長（元社長）に支援をお

割が返品 、クレームばかり殺到した 。

２〜３時間しか利用できなかった 。

要な数の衛星を配置できず 、１日に

ットが爆発事故を起こしたために必

また 、ＧＰＳ衛星を打ち上げるロケ

の性能が悪くてスピードも遅かった 。 げが１年半の間に２億６０００万円

初期製品のため不良が多く 、ＣＰＵ

ＧＰＳ装置にも問題が多かった 。

な精度は不要だ」と答えた 。

加瀬社長は自信を持って海運会社

こうして 、７年目には１億円を完済

25
から１億円を借りた 。

20

29

て 、心臓部のＧＰＳ基板だけを取り
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箱根大涌谷の地形変化観測
箱根海賊船の安全運航支援

2013 年から運航を開始
した箱根海賊船・新造船
ロワイヤル II に、
「運航支
援装置」と「客室情報モニ
ター」が採用されている。

2015 年、箱根山の噴火により大涌谷周辺が警戒区域に。この火山活動による地形変化の観測のため、
GNSS 変位計測システム「イーグルアイ」が採用された。

京都マラソンで先導車の
位置管理

京都マラソン 2015 から毎年、白バイや先導車に車両
位置管理システム「VasMap」が採用されている。
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警備車両が高速道路上の事故を位置

「先日 、日本のリナックス（ユ

加瀬社長は 、会社は「劇団みたいな

正プログラム）を作って対応

大変なので 、即座にパッチ（修

害を受けました 。放置すると

の製品も２００セットほど被

れる事件がありまして 、当社

シーンの大半がハッキングさ

５年先の世の中の動きがわからなく

１人が欠けても興行は成り立たない 。

いろいろな役割を持った人がいて 、

シナリオ作家 、プロデューサーなど

団員には役者や小道具係 、照明係 、

供し続ける『アカサカ座』なんです 。

「お客様に喜んでもらえる演目を提

もの」と言う 。

しましたが 、スピーディーに

ても 、一生懸命演じ 、喜びを知るこ

ニックス系のＯＳの一種）マ

できるのも一気通貫でサービ

スを提供しているからです」

リモートメンテナンスサー

ビスも提供しており 、顧客が

使用中に機器の状況をチェッ
クすることができる 。

ｏＴプロジェクトを進めており 、そ

「ある大手重機メーカーとＩ

情報付きで報告する仕組みである 。

の会社の販売するどの車両がどこで

とした計測通信機器のハードとソフ

得し 、アカサカテックはＧＰＳを核

第２種電気通信事業者の認証も取

ていないので 、社員にはシーズを提

もどのようにやればいいのかわかっ

い風だと思っています 。お客様自身

はどんどん進むので当社にとって追

厚長大産業のクラウド化 、ＩｏＴ化

ステムを提供しています 。今後 、重

いと考えている 。また 、もっと身近

用したスマートシティ化を推進した

な目的だ 。加瀬「座長」はＩｏＴを活

区という地元に貢献することも大き

「アカサカ座」としては横浜市金沢

とが大事です」

ナンスされているかなどがわかるシ

トを開発する企業に脱皮していった 。

供できるかどうかが重要だといつも

な地域貢献として 、清掃活動や本社

劇団のように多様な
人材で会社は成り立つ

話しています 。つまり提案ですね 。
現在では販売もさることながら 、

らいの開発投資をおこなっている 。

１億６０００万円 、今年は１億円ぐ

の活動はますます活発化していく 。

「地域共生」の旗印の下 、アカサカ座

リースペースを用意している 。

ビルの２階に住民が自由に使えるフ
製品をレンタルで提供し 、メンテナ
ンスサービスまでワンストップで提
占めるようになった 。

最近 、開発部隊を新設し 、昨年は

当社は完全な提案型営業です」

も始めた 。

また 、クラウド上で様々なデータを

❶まるでカフェのようなロビーを備えた開放的なオフィス。社員の服装は自由で
T シャツ、ジーンズも問題なし。リラックスして仕事に集中できる環境を整えて
いる。❷毎年恒例の社員旅行は、
隔年で海外。ほかにも家族参加のバーベキュー
などのイベントや、本人や家族の誕生日休暇など、福利厚生が充実している。❸
「地域共生」も同社の大きな企業目的。その一環として、社内の一角を地元の住民
が自由に使える場として提供している。

動き 、エンジンはどのようにメンテ

3

保管 、処理するデータセンター業務

2

告支援システム」
を納入した。これは 、 供するビジネスが売り上げの半分を

００４年に日本道路公団に「緊急報

テムや製品の開発に取り組んだ 。２

信機器とＧＰＳを組み合わせたシス

と 、加瀬社長は携帯電話など情報通

これでは経営リスクが大きすぎる

止になったのだ。

気になると次々とプロジェクトが中

をおこなっていた 。そのため 、不景

機を遠隔操作するシステム作りなど

普賢岳の復旧工事でＧＰＳ付きの重

クトに参加する案件が主流で 、雲仙

コンにおける最先端の研究プロジェ

当時 、アカサカテックは大手ゼネ

ことができた。

1

20

● 2018・9

Ｉ
ｏＴ 、ビッグデータ 、Ａ
Ｉ 、ロボットに代表され

る技術革新によって産業構造や
就業環境が大きく変わりつつあ
る現在 、これらの技術を活用し
た新たなビジネスが創出されて
いる。
そうした中 、まだＩｏＴとい
う言葉も使われていなかった
年前に現在のＩｏＴが目指す姿
を事業目的として創業し 、現在
に至るまでその先見性とチャレ
ンジスピリットを発揮し市場を
開拓する企業がアカサカテック
である。

先見性でシーズを発掘
「時間（いつ）と場所（どこで）の
情報をリアルタイムに把握し 、
時間距離を制御できれば様々な
課題解決につながる」
（加瀬社
長）
加瀬社長は 、１９８８年に米

事業を展開する。

独創企業
に

学ぶ

クを伴う 。そのためには 、コア

側面に偏りすぎると 、市場や顧

技術戦略においては 、技術的

のような価値をどのように提供

技術と周辺技術を組み合わせる

そこで 、同社は 、２０００年

できるか」といった視点が最も

客ニーズを見失いがちになりや

に電気通信事業者の認証を取得

ティングや組織のマネジメント

ことで 、より市場・顧客ニーズ

）
-graphic Information System
事業に参入 。現在では 、ＧＰＳ・

も重要な要素となる 。

すい 。「どのような技術を持って

ＧＩＳ技術と通信技術を組み合

「６次産業化をモデルに 、一気

への柔軟な対応を図っていくこ

わせたハードウェア開発からソ

通貫でサービスを提供し 、対応

いるのか」ではなく 、
「顧客にど

フトウェア開発までの独自の商

の速さではどこにも負けないよ

とが求められる 。

品・サービスを提供するシステ

うにする」
（加瀬社長）

スサービスまでのビジネスシス

同社は 、開発からメンテナン

し 、ＧＰＳを武器にＧＩＳ（
重要となる 。従って 、技術戦略
Geo
を展開していくうえで 、マーケ

ム・ソリューション・プロバイ

ダとしてのポジションを確立し
ている。

テムの進化を図るとともに 、
「完

全私服」
「創造性を促すオフィ

水肥料を与え 、果実が実るのを

たちは 、種を新しい畑に植えて

わかっていても気づかない 。私

「お客様はニーズがわからない 、

コア技術戦略には 、長期的な

ら失敗はしない」
（加瀬社長）

「辞めたら失敗 、辞めなかった

場風土づくりにも力を注ぐ 。

のイベント」など自由闊達な職

ス環境」
「社員旅行 、ＢＢＱなど

験とノウハウを活用して海運市

待つのが仕事です」
（加瀬社長）

シーズを提供し、
ニーズを喚起

場にＧＰＳ受信機の販売を開始 。
ったら 、次にすべきことはコア

その後 、計測精度の向上に合わ

視点が不可欠だ 。先駆者であっ
技術をいかに市場に繋げるか 、

今後は 、ＧＰＳ・ＧＩＳ技術

）にい
-bal Positioning System
ち早く着目し 、ＧＰＳ技術をシ

せて 、より正確な測量を必要と

たがゆえに 、同社の道程は 、創
という市場開拓だ 。シーズ志向

と通信技術に加えて 、センシン

ーズとする製品開発を目的に創

するゼネコン市場を開拓し 、同

業から必ずしも平坦なものでは
の事業は 、技術革新と市場開拓

グ技術やロボット技術との融合

業する 。その後 、ＧＰＳによる

社の事業を軌道に乗せていく 。

なかった 。しかし 、コア技術に
を同時並行で進めていかなけれ

によって 、事業の幅が広がり 、

高精度な位置情報と時刻情報を

しかしながら 、単独の技術に

基づく同社の事業展開に 、今 、
ばならない点が難しいところだ 。

（浜銀総合研究所常務取締役）

厚みが増し 、シーズからニーズ

基にした「ハカル」
（測る・計る・

よる事業は 、時代の変化と共に

上に増加するものと考えられる 。

時代が追いついてきたようだ 。

出所：㈱アカサカテック会社説明資料

を喚起する機会が 、これまで以

は 、まず海洋に関する豊富な経

寺本明輝の

船舶用エンジンメーカーの社

シーズとなるコア技術が定ま

■アカサカテックのコア技術活用例

量る・図る）技術を事業の核と

国国防省が開発したＧＰＳ（

アカサカテックのコア技術戦略

優位性が確保できなくなるリス

Glo

「ハカル」シーズを提供し
顧客の課題を解決
内ベンチャーから始まった同社

なるコア技術として位置づけ 、

挑戦する 独創企業
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