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研究開発・イノベーション戦略

パナソニックでは、事業活動を通して「より良いくらし」

と「より良い世界」に貢献しつづけるために、将来を見据え、

研究開発・イノベーション創出に取り組んでいます。

当社を取り巻く環境を見ますと、2020年の新型コロナ

ウイルスの感染拡大は世界に大きな影響をもたらし、在

宅勤務、オンライン授業、遠隔医療などのバーチャルが

急速に進みました。リアルな社会がデジタル技術の進化

の影響を大きく受ける現在、我々は、新型コロナウイルス

という「かつてない困難」を発展の基礎とするべく、自ら

の変革とイノベーション創出の取り組みをしっかりと進

めていきます。

内閣府の科学技術基本計画では、日本が目指すべき未

来社会の姿として「Society 5.0」が提唱されています。そ

こでは、IoT、ロボット、AI （人工知能）などの先端技術を

取り入れ、多様なニーズにきめ細かく対応したモノやサー

ビスを提供することで、経済の発展と社会的課題解決が

両立する社会の実現を目指しています。「工業社会」「情報

社会」から「Society 5.0」が提唱する「超スマート社会」へ

と時代が急速に移行していく中で、さまざまな領域にお

いてデジタル化・IoT化が進んでおり、この社会の変化は

今回の新型コロナウイルスの感染拡大によってさらに加

速していくと考えられます。

この大きな変化の中で勝ち残っていくためには、ビジ

ネスプロセス全体を時代に適応したかたちに変えていく

必要があります。かつての大量生産の時代には、工場か

ら出荷された時点で製品はメーカーの手を離れていまし

た。しかし、あらゆるモノがインターネットにつながる

IoT時代には、出荷後も製品やサービスを通してメーカー

がお客様とつながり続けることで「お役立ち」を継続して

提供していくことが可能になります。このため、製品やサー

ビスが提供された時点で広くお客様の満足度が一番高く

なる、つまり“最高”にしておくだけでは不十分となるで

しょう。これからは、ご利用頂く中でその製品やサービ

スがお客様一人ひとりに“最適”となるようアップデート

していく仕組みを構築する必要があると我々は考えてい

ます。これはかつての「人と人とのつながり」を時代に合

わせて再構築する試みとも言えます。製造業ならではの「ソ

フトウェアを活かしたハードウェアとの融合型事業」をス

ピーディに構築・拡大することで、当社が蓄積してきた幅

広い技術力、モノづくり力を顧客価値の創造につなげて

いきます。

さらに、ビジネスプロセスにあわせて品質の考え方も

大きく変えていく必要があります。お客様にお届けした

製品やサービスを販売後にアップデートしていくビジネ
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スでは、お客様にお届けした時点の品質に留まらず、販

売後までお客様の要求に継続して応えていく必要が生じ

るでしょう。当社はこの仕組みづくりにもしっかりと取

り組んでいきます。

それに加えて、技術開発のやり方自体も変えていく必要

があります。「不特定多数」のお客様を対象としていた時

代には、“完璧”な製品を大量生産する技術が求められて

いました。しかし「特定多数」のお客様を対象にできるIoT

時代に最も重要なのは、特定の顧客に向き合い、顧客価値

を実現していくためのスピードや共創の仕組みであり、「技

術開発とモノづくりのプロセス改革」です。従来のように

最初から完璧を求めることは、制約の下で行われるためイ

ノベーションが阻害される面がありました。これからは

敢えて“不完全さ”を許容し、例えば試作品をスピーディに

顧客に提示して顧客とともに磨き上げ、イノベーションを

創出するような文化の醸成が必要です。

当社は、2017年にビジネスイノベーション本部を発足

し、「柔軟かつ横断的な組織づくり」でイノベーション創

出の土壌づくりを進めてきました。そして2020年には、

ユーザー目線に立った先進的なサービス事業の創出を目

指して、コーポレート直轄下に「くらし事業戦略本部」を

設立しました。この本部は、事業戦略・経営管理機能や

技術・商品などの全社横断的な連携機能等を有し、新事

業の立ち上げを推し進められる体制を整えています。

イノベーション推進部門の傘下には、テクノロジー本

部を設置しました。この本部は、ソフトウェアの技術開

発とデバイスなどのハードウェア技術開発の部門を統合

した組織となっています。そして、ソフトウェア強化に

向けた技術面での枠組みや仕組みづくりを担うくらし

基盤技術センターとともに、継続的なアップデートの実

現を目指します。具体的には、AIを活用したデジタル技

術や材料開発の革新、デバイスの先鋭化、お客様のニー

ズに応えるセンシング、ロボティクス、ソフトウェア開発

などに引き続き注力し、現場プロセスをはじめ、お役立

ちを拡げる当社の取り組みを技術面から支えていきま

す。さらに、持続的な成長が可能なエネルギーを軸とし

た新たな事業の創出を担うエネルギー事業開発室を新

設し、全社横断でプロジェクトを推進していきます。

当社の技術開発・モノづくりの取り組みを「くらしアッ

プデートの具体化」と「ソフトウエア強化」のフェーズへ進

め、イノベーション創出と迅速な事業化で次代の成長を

支えていきます。

研究開発の方向性

当社では、ブランドスローガンである「A Better Life, 

A Better World」において、より良いくらしを創造し、

世界中の人々のしあわせと、社会の発展、そして地球の

事業を支える機能別戦略

詳細は、当社の技術・デザインサイトをご参照ください。https://www.panasonic.com/jp/corporate/technology-design/vision.html

https://www.panasonic.com/jp/corporate/technology-design/vision.html
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未来に貢献することが我々の使命であるという考え方

を示しています。この考え方は、技術開発においても一

貫しており、「より良いくらし」と「より良い世界」に貢献し、

くらしと世界のアップデートを支える技術を創出し続け

るために、当社は将来の事業成長を見据えて、研究開発

の方向性を策定しています。あらゆるくらしの基盤にも

なるHome、人や物の移動に関わるMobility、そして店

舗や施設、工場などくらしを支えるBusinessの3つを主

要領域とし、これらの領域に対して、これまで培ってき

た技術を進化させ、AIなどのデジタル技術と掛け合わせ

ることによって、お役立ちを提供し続けていく、すなわ

ち「くらしと世界をアップデート」していくことにチャレ

ンジしていきます。

サスティナブルな社会の実現に貢献

産業革命をきっかけに発展した工業社会は、世の中に

物的な豊かさを与え、人々のくらしを飛躍的に良くしま

したが、一方で地球環境には重大なインパクトを与えて

しまいました。技術がもたらした環境の悪化を技術で解

決していくこともまた、技術開発に関わる我々の使命だ

と考えています。当社は、自らが省エネに取り組むだけ

ではなく、燃料電池や車の電動化に大きく貢献する蓄電

池などを事業として取り組んできました。これからも「使

うエネルギー」を減らすための製品の省エネ設計や、「創

るエネルギー」を増やし活用するための電池技術や水素

エネルギーの技術開発などにより、気候変動への対応な

どを掲げる「環境ビジョン2050」（「環境責任者メッセー

ジ」ご参照）の達成に貢献していきます。

また、世界中の購入先様から調達を行う当社は、グロー

バルにパートナーシップを築いています。購入先様とは、

経済面だけでなく環境、CSR、社会との関係などの価値

観を共有し、公平公正でサスティナブルなサプライチェー

ンの構築を目指していきます。（「CSR調達の取り組み」ご

参照）

家電で培った「技術力」と「モノづくり力」

1918年に配線器具の製造から出発したパナソニック

は、家電を中心に事業範囲を広げてきました。お客様に

寄り添ったモノづくりを通じて蓄積し、磨いてきた多彩

な「技術力」と「ノウハウ」が、当社の大きな強みとなって

います。

当社は、映像・画像、音響・音声からメカトロ（機構）、材

料・デバイス、そしてエネルギーに至るまで、多種多様な

分野の高度な技術を巧みに組み合わせ、融合させること

により、社会をより豊かに、より便利に変える数多くの製

品を生み出してきました。

ただし、「技術力」だけで優れた製品を生み出すこと

はできません。技術を活用し、性能、品質、ユーザビリ

ティを高めていくには、成膜、成形、計測、実装、機械加

工、制御、CAE（シミュレーション）、品質管理、さらにそ

れらの工程をつなぐ“摺り合わせの技術”も含めた、高

度な「モノづくり力」が不可欠です。この「モノづくり力」

もまた、パナソニックが培ってきた大きな強みであり、

AIやIoT、ロボットの時代になってもその重要性は変わ

らないでしょう。

幅広い領域にまたがる「技術力」、そして製品をしっか

りと作り込める「モノづくり力」、この2つの力を基盤にイ

ノベーションを推進し、お客様一人ひとりの“最適”を実

現できる新規事業を創出していきます。

CTO・CMOメッセージ/技術紹介

事業を支える機能別戦略
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https://www.panasonic.com/jp/corporate/ir/pdf/anuual/2020/pana2020_csr.pdf


1963年
長持ち世界一の乾電池
「ナショナルハイトップ」
を発売

1978年
小型事務用計算機
（パソコン）第1号機
を発売

1988年
電子スチルカメラの
第1号機を発売

1950年
カーラジオ第1号機
を発売

1961年
「松下1号型住宅」
を発売

2017年
「顔認証ゲート」を開発
羽田空港で採用

1927年
「ナショナルランプ」
を発売

1952年
白黒テレビ第1号機
を発売

1968年
電子部品自動実装の
先駆け「パナサート」
1号機を開発

2010年
HEV用リチウムイオン
電池の量産開始

1996年
業界初、重さ100gを
切ったデジタル携帯電話
を発売

1958年
家庭用テープレコーダー
第1号機を発売

映像・画像 音響・音声 光（あかり）

通信・
コミュニ
ケーション

熱（熱制御） エネルギー

IoT、AI、ユーザビリティ

メカトロ
（機構）

材料・
デバイス

成膜 成形 計測

実装 機械加工 制御

CAE
（シミュレー

ション）
品質

信頼・安心の製品を作りこむ

成膜・成形・計測・実装などのモノづくり力

パナソニックの技術力・

モノづくり力を磨いてきた製品例

これまで培い進化させてきた

映像・音響・光学等の多様な技術力
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事業を支える機能別戦略
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当社は、AV機器やネット家電の開発において、これま

で30年以上にわたってセキュリティの技術開発に取り組

んできました。中でも、暗号技術、認証技術、外部からの

機器・部品・プログラムの不正な解析を防ぐ耐タンパー技

術などを培ってきました。

さらに近年は、数多くの機器がネットワークにつなが

るIoT（Internet of Things）の時代において、パソコンな

どの機器やITシステムの安全を守るサイバーセキュリティ

は、急速に重要性が増していることから、工場、ビル、車

載、住宅などにおけるIoTのサイバーセキュリティ分野の

技術開発に力を入れています。

サイバー攻撃の脅威が増大

近年、サイバー攻撃の観測数は増加し続けており、

2019年に観測されたサイバー攻撃のうち約半数がIoT機

器を狙ったものとされています（下記の図ご参照）。また、

経済、政治、その他の社会におけるリーダーが、世界情勢

の改善に取り組むことを目的に設立された組織である世

界経済フォーラムがまとめた「The Global Risks Report 

2019」においても、世界において今後10年間で大規模な

損害をもたらすおそれのある大規模な事象「グローバル・

リスク」の事例として、サイバー攻撃、重要インフラの停止、

データ不正・窃盗等のセキュリティ脅威などがあげられ

ています。

このような状況において、当社の関連領域においても、

例えば、Industrie 4.0に代表される工場のスマート化や

オートメーション化の進むビルにおいては、ネットワーク

を利用した制御が普及した結果、サイバー攻撃にさらされ

るリスクが高まっています。また、自動車においても、ネッ

トワーク機能を備えたコネクティッドカーとADASに代

表される運転支援機能の普及は、交通事故の減少などの

メリットがある反面、遠隔からの不正操作に対する脆弱

性が報告され、リコールに発展するなど、セキュリティ対

策が欠かせません。

パナソニックのサイバーセキュリティへの取り組み

当社では、30年以上にわたり、暗号技術、認証技術、耐

タンパー技術などセキュリティに関連した技術開発に取

り組んできました。そして、近年はサイバーセキュリティ

の技術開発を強化しています。

中でも当社が注力するのは、工場、ビル、車載、住宅な

どにおけるIoTのサイバーセキュリティ技術です。この分

技術紹介　

業界をリードするサイバーセキュリティの技術力を強化し、

IoT時代における安心・安全な社会の実現に貢献します

事業を支える機能別戦略

NICTERダークネットセンサ※による攻撃の観測数

パケット数（億）

545
257

1,281

2,121

1,504

3,279

0

500

1,000

1,500

2,500

3,500

2,000

3,000

20152014 2016 2017 2018 2019

※NICTERとは、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）が運用する攻撃観測網

NICTERダークネットセンサによる攻撃対象の観測結果の内訳

2019年

 その他
（上位30ポート以外）
 37.4％

 IoT機器を狙った攻撃
（Webカメラ、ルータ等）
 48.8％

Windowsを狙った攻撃
９％

暗号資産を狙った攻撃
２％

データベースを
狙った攻撃
１％ 等

出所：政府におけるサイバーセキュリティ戦略本部「サイバーセキュリティ2019」
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これまで培ってきたセキュリティ技術 アップデートし続ける
IoT向けサイバーセキュリティソリューション

暗号・認証・耐タンパー技術

当社の目指すサイバーセキュリティソリューション

IoT時代を見据えて強化しているセキュリティ技術

AI（人工知能）

• セキュリティコンサルティング
• セキュリティ監視サービス
• 攻撃検知ソフトウェア

AV Products ICT Devices HEMS

監視

防御

アップデート

自動車

住宅

工場

ビル
既知の攻撃を
検知する技術

未知の攻撃を
検知する技術
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野の技術開発では、既知の攻撃への対応だけでなく、ネッ

トワーク上の通信データを監視し、AIを用いて平時の状

態から逸脱したものをサイバー攻撃と判断するという未

知の攻撃を検知する技術を強化しています。

具体的には、社内外の工場やビルにおいて、膨大な通信

ログを分析し、異常を検知する実証実験を行っています。

実験では、社内外のインシデント対応チームが連携して、

攻撃を受ける前に先手を打ってセキュリティ上の課題を発

見したり、攻撃を受けた場合でも被害を最小化できる技

術の実現を目指しています。

これまでビル分野では、森ビル（株）様や東京建物（株）

様の既存ビルでの実証実験を進めたほか、車載分野にお

いてもパートナー様との自動車の遠隔監視の実証実験を

行うなど、事業化に向けて着実に歩みを進めています。

高い評価を受ける当社のセキュリティ技術

このように事業化に向けた取り組みが進んでいる当社

のサイバーセキュリティ技術は、外部からも高く評価され

ています。例えば、自動車セキュリティで世界をリードす

るカンファレンス（escarなど）や、ICSセキュリティ分野

の世界最大級のカンファレンス（S4）においては、高い技

術を持つと評価された企業だけが許される技術発表を

2015年、2017年、2019年に実施しました。さらに2020

年は、1997年から開催されている世界有数のコンピュー

タセキュリティカンファレンスであるBlack Hatでも技術

発表を行うなど、当社の技術は外部からも高く評価され

ており、業界をリードする技術と自負しています。

パナソニックは、販売後も商品・サービスを進化させ続

け、お客様一人ひとりにとっての「最適」を提供する「くら

しアップデート」の実現を目指しています。この目指す姿

の実現において、サイバーセキュリティ技術は、工場、ビ

ル、車載、住宅などさまざまな領域での「くらしアップデー

ト」を下支えする、非常に重要な技術と位置付けており、今

後もこの強みをさらに磨いていきます。加えて、本技術は、

当社の商品・サービスにのみ活かすのではなく、当社の幅

広い事業領域を強みとして、社外のさまざまなお客様に

もご提供していくことを目指していきます。「セキュリティ

コンサルティング」や「セキュリティ監視サービス」「攻撃検

知ソフトウェア」など、トータルのサイバーセキュリティソ

リューションでIoT時代における安心・安全な社会の実現

に貢献します。

事業を支える機能別戦略




