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1.企業の紹介 



技術の概要 

•車両入出検出 
 
•車両の進入方向判断機能内蔵 
 
•車両ポイント速度演算機能内蔵 
 
•光センサーの動作状態の自己診断と確認機能内蔵 
 
•温度変化による2段階加熱機能内蔵 
 
•映像撮影のためのトリガー出力機能内蔵 

特徴  

システムの概要 

車両検出装置（48•64光センサー） 

2.技術の概要 

車両検出装置は、高速道路の料金所ハイパス（ETCS）車に設置され、大幅に発光部（A筐体）と受光部（B筐体）で構成され
ている。 
 
主な機能は、進入、進出する車両を検出して進入方向と進入速度を判断し、判断された車両情報を上位システムにシリアル
またはパラレル方式で伝送する装置である 



  ハイパス(ETCSの概要 

自動車の進入情報がETCSセン
サーで送信して認証します。 

 

通行情報がETCSセンサーから
クレジットカード社に送られ
ます。 

車に搭載された端末機を通じ
て、場所や時間などの情報が
ETCSカードに記録されます。 
 

入口情報 

車に搭載された端末機 

ETCSカード  

道路用アンテナ 

両方向無線通信 
通行料の情報 

<車両検出装置> 

クレジットカード社 ETCSセンサー 



車両検出装置は、ハイパス車に設置され、大幅に発光部（A筐体）と受光部（B筐体）で構成されている。主な機

能は、進入、進出する車両を検出して進入方向と進入速度を判断し、判断された車両情報を上位システムにシリ

アルまたはパラレル方式で伝送する装置である。 

 システムの概要 

<車両検知装置の設置構成> <実際のインストールされた車両検出装置> 

 種類 

•車両検出装置 - 64/48筐体 
•副検出装置 - 32筐体 

車両検出装置  

光センサー受信部 
インターフェース 
電源部 
ヒーター部 
 

光センサー送信部 
インターフェース 
ヒーター部 

  製品概要 



国内車両検知装置納品現況  

  国内出荷の現状 
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2017 仁川新空港ETCSシステム事業の受注（エストゥレピク）配信。 

2016   韓国道路公社ETCSシステム事業の受注（アイエレクトロニクス）配信。 

2016   韓国道路公社インターチェンジETCSシステム受注（）配信 

2015   韓国道路公社ETCS事業受注（大坊コミュニケーション） 

2015   韓国道路公社軸中期ETCSシステム受注（ポスコICT）配信。 

2015   韓国道路公社軸中期ETCSシステム受注（大坊コミュニケーション）配信。 

2014   ペルー高速道路のモデル事業の受注（大坊コミュニケーション）配信。 

2014   韓国道路公社ETCS事業受注（大坊コミュニケーション）配信。 

2013   韓国道路公社ETCS事業受注（サムスンSDS）配信。 

2012   韓国道路公社ETCS事業受注（LS産電）配信。 

2011   韓国道路公社ETCS事業受注（大坊コミュニケーション）配信。 

2011   高速道路の料金所の車両検出装置SENSORを開発した。 



2. 技術の紹介 

 技術の特徴 

特徴 

 
    1.自社品センサー正面に太陽光が直接照射されても、センサの誤作動がない屋外適用 
      最適化されたh / wの設計とs / wの設計が適用された製品である。 
 
    2.現在の製品が2つ（発受光と中心の受信部）が1 setで構成された現在の国内の料金所のシステムで1

つの製品に問題が 生じても他の1つの製品で問題になった製品の修理時まで問題なく正常に機能するこ
とができる冗長構造で設計と運営されていて利用可能となる。 

 
    3.センサーに適用され、光素子は、can typeの光素子者自体の放熱機能があり、熱に強く、長時間動作

も高信頼性が確保されていて常に利用可能となる。 
 
    4.全64個（または48）cellの一部cellに異物が付着して汚染になっても、汚染されたcellをskip処理し

た後,残りのcellでsensorの通常の機能を実行する。 
 
    5.センサー筐体の内部にsensorの64個（または48）cellの光量、発受光の位置整列、個々のcellのon / 

off状態等を確認することができる別のコントローラが含まれていて常時利用可能となる。 



  Tip：国内・外のライバル、競争力の技
術、競合製品の動向とこれらとの差別点
を表提示する。 

区分 当社の技術の優位性 既存の技術 

項目1 - 直射日光露出に問題なし。 - 直射日光露出に脆弱する。 

項目2 
- センサーの応答速度が速い
（2mmsec） 

- センサーの応答速度が遅い
（10mmsec以上） 

項目3 
- cell汚染時の汚染されたce
llはskip後正常動作する。 

- Cell汚染時の不良と判断す
る。 

項目4 - 高信頼性光素子を適用。 
一般的な光素子の適用で信頼
性が脆弱する。 

2.技術の紹介 

従来技術との比較 



  

• 適用範囲は、応用分野（高速道路料金所の車両検出装置外） 
    1.地下鉄スクリーンドア用sensor。 
    2.射出機、プレスなどの産業安全のためのsensor。 
    3.自動化LINEの物体検知用SENSOR。 
    4.エレベーターのSENSOR。 
    5.駐車場管制システムの車両検出用SENSORなど。 

     

       

2.技術の紹介 

 技術の適用範囲と応用分野 



3. 市場の現状と展望 

 国内市場の現状と展望 

   1.国内の現状 
   ：国内スマートトルリン事業が無期限延期されることによって、新規、増設、既存のシステム老朽 
     交換需要が増えると予想する。 
 
2.技術水準 
   ：システムの冗長性など、さまざまな機能の改善の努力で、国内には、競合他社がなし。 
 
3.製品の互換性 
   ：国内自社品の供給を受け、道路工事や民間資本高速道路会社で受注受け納品する 
    国内すべてのSIベンダー（大坊コミュニケーション、ポスコICT、Eatonics,サムスンシステム、

Espressive,など）に自社品をすべて納品した履歴があるので、SIベンダーの機器との互換性の問
題なし。 

 
4.展望 
   ：2007年の国内導入されたハイパスシステム（ETCS）は、毎年増設や老朽交換事業が増え続ける 
    傾向である。  

    

 



3. 市場の現状と展望 

 日本市場の現状と展望 

• 내용입력 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<日本の高速道路ネットワーク> 

 高規格幹線道路を表示地図 
 全国規模の自動車専用道路は、主要な空港や港湾の30分以内に接続 
 人口10万人以上のすべての都市とインターチェンジに接続 



<日本の高速道路ネットワーク（東部)> 

 左上の図で緑色で表示され部分は東日本高速道路株式会社で管理されており、70万台が利用/総3,720km 

北海道 



<日本の高速道路ネットワーク> 

東北 その他関東 



3. 市場の現状と展望 

 日本市場の現状と展望 

  国内の場合、日本の料金所システムと料金の分類体系（6種区分）を、1990年代にベンチマーキング
して運営中であるため、システムの構成が似ています。 
 
 日本の場合、一定期間（5年）が経過すると、安全のためにSENSORの故障の有無にかかわらず、交換す
ることを図っており、国内よりもSENSORの需要が2倍以上多いと判断される。 
（国内ではSENSORの故障時の交換する） 
 
 国内納入実績製品の信頼は確保したと判断され、日本の自国内SENSORメーカーとの価格競争力を持っ
ているので、積極的な営業的戦略が伴う場合、十分な売上向上が期待される。 
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<車両検出装置> 



 日本市場の現状と展望 

 ○  日本は2001年度3月から高速道路のETCシステム（車載用料金所の自動料金支払い機器、以降ETC）が導入され始め、2003年〜04年度頃
から急速に普及されるようになったこと。 
 
○日本のETC市場は、現在の利用率が大幅に上昇している。 
- 高速道路を通過車両の料金所ETC利用率は次のようになっている。 
- 2004年：13.6％/ 2005年：27.8％/ 2006年：54.5％/ 2007年：64.7％/ 2008年：71.3％ 
- 2005〜07年度に敬意自動車工場出荷時にETC搭載台数は年間400万〜450万台に達している。 
 
○このように、ETC車両と利用数が増加することはETC搭載の場合、様々なプラン（カード及び地方など）に応じた料金割引（5〜10％程度）
の利点があるためであり、高速道路の利用が主に多くのトラックなどの貨物車の場合積極的に料金割引を利用する傾向があると見られる。 
 
○以来、ETCシステムは、無人の料金所、駐車場と接続された各種のインターチェンジなどを採用するものとして、より多くの利用が予想さ
れている。 
 
○一方、現在の日本の累積装着車は2000万台を超えているが、車両全体的に見るとETCの普及率自体を見ては、地方ごとに多少の違いがある。 
- 大都市圏域の場合、40〜50％に達しているのが実情である。これは、これらの大都市の場合、高速道路の使用頻度などが多いためである。 
- これに比べて北海道の一部の地方などはETCの搭載率が10％未満の地域などもある。 
 
○これにより、日本全体の車7588万台のうちETCの搭載・未搭載台数との割合は、以下の通り。 
- 搭載車：2080万台、全体の27.4％に相当 
- 未搭載車：5508万台、全体の72.6％に相当 
  

3. 市場の現状と展望 
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 ○搭載比率を現在より増加させるために、日本の道路システム高度化推進機構は、ETC装着を奨励する各キャンペーンを実施して
いる。 
- 対象車両20万台/補助金の内容5250円サポート/条件：2年以上利用して、2回以上利用のを必要とする。 
- このプログラムを利用する場合、実質的に7000円未満でETC関連機器を既存の運用する車両に取り付けることができている。 
 
○現在の関連機関は、1つのゲート当たりの平均5000万〜6000万円が必要とされる。ETC料金所を毎年20〜30カ所を新たに増加中に
ある。 
〇その他の部分は、伊藤忠電気工業・アルプス電気・松下電気などの企業がそれぞれ開発した部品などで構成され。 
- 完成品は・デンソー・パナソニック・三菱（ここまで3社が市場の80％シェア）・マスプロなどの会社が販売している。 
- パナソニックの製品は、市場先発走者のノウハウを活かした最小製品で、製品が1万2000円台であり、1万円台以下の製品が主流
をなしている。市場でもそれなりの販売高を上げている（2007年基準ETC製品市場30％を占める）。 
- デンソーは、いくつかのモデルがディーラー商品としてトヨタ自動車に納入されており、市場の確保が大きい（製品市場の30％
を占める）。 
- 三菱は自動車用品店を主としたアフターマーケットに配信している（製品市場22％占めている。このうち、自動車用品店販売
88％）。 

資料院：矢野経済研究所2008年4月号 

3. 市場の現状と展望 

 日本市場の現状と展望 



 国内外の製品販売実績（契約を含む） 
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•2011年韓国道路公社ハイパス配信（大坊コミュニケーション） 
 
•2012年に韓国道路公社ハイパス配信（LS産電（現ジヌ産前）） 
 
•2013年に韓国道路公社ハイパス配信（アイエレクトロニクス） 
 
•2014年に韓国道路公社ハイパス配信（アイエレクトロニクス、ポスコICT） 
 
•2014年、ソウルの民間高速道路ハイパス配信（大坊コミュニケーション） 
 
•2015年に韓国道路公社軸中期ハイパス配信（大坊コミュニケーション、ポスコICT） 
 
•2015年に韓国道路公社ハイパス受注（大坊コミュニケーション） 
 
•2016年光州民間資本高速道路ハイパス受注（サムスンSDシステム） 
 
•2017年仁川新空港高速道路ハイパス受注（サムスンSDシステム） 
 
 
 

納入実績 

3. 市場の現状と展望 



 売上高の現状 Tip：最近3年間の売上高を表示し 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
•2015年に韓国道路公社軸中期ハイパス配信（大坊コミュニケーション）：¥574,794,000 
     
 
•2015年に韓国道路公社軸中期ハイパス配信（ポスコICT）：¥675,000,000 
   
 
•2016年光州民間資本高速道路ハイパス受注（サムスンSDシステム）：¥436,810,000 
 
 
•2016年ハイパスインターチェンジ受注（大坊コミュニケーション）：¥210,210,000 
 
 
 
•2017年仁川新空港高速道路ハイパス受注（サムスンSDシステム）：¥296,340,000 
 
 
 

3. 市場の現状と展望 

 
 
 
 
 



国内車両検知装置納品現況  

 国内出荷の現状 

全国納品事例 



4. 権利獲得の現状 

 ノウハウおよびその他の保有技術の現状 

地下鉄のスクリーンドアセンサー（PSD） 

•検出距離：2M〜10M 
•応答速度：10㎳以下 
•電源逆接続、過電流、短絡保護回路内蔵 
•IP65（IEC規格） 

  

スクリーンドアセンサーは、乗り場表彰台
にインストールされている固定ドアと可動
ドア、緊急ドア、線路ドアなどを設置して
乗り場と線路部遮断することで、乗客の安
全と乗り場環境改善と省エネルギーのため
の施設であり、電車が指定した場所に停止
したときの車両のドアと同時に行われるシ
ステムである。 

システムの概要 

特徴 
•自動ドアライトカーテン 
•高速応答速度 
•地下鉄、空港、展示場など自動ドアに適用 
•IP54保護構造（IEC規格） 
•使用周囲照度8万Lux以下 

スペック 



4. 権利獲得の現状 

 ノウハウおよびその他の保有技術の現状 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紙幣検知センサ  

•透過型 
•検出距離：1.0〜2.0㎜ 
•発光、受光（2in1） 
•高速で検出可能 
•FrontとRearが1 setで構成 
•高出力長寿命（High Quality） 
•発光/受光の効率を高めるために高純度epoxy
樹脂を使用 

特徴 

 この製品は、複数のPhoto Interrupterで構成
されている。Photo Interrupterは、発光ダイ
オード（LED）とフォトトランジスタを組み合
わせたセンサで、光を受けると照度に比例して
光電流が流れる構造で構成されている。 
 Front/ Rearパッケージ部分に挿入された
Photo Interrupterを使用した赤外光素子を利
用して、紙幣の厚さの均一性、色などをスキャ
ンすることになる。このとき、指定した厚さと
色の均一性を脱し紙幣は偽造で鑑別し、上位シ
ステムに情報を表示するセンサーである。 

製品の概要 

 

Photo Interrupter 

Front 

Rear 



4. 権利獲得の現状 

 ノウハウおよびその他の保有技術の現状 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo interrupter 

•Compact Type 
•短い検出距離/1.0〜2.0mm 

 特徴 

  

紙幣検知センサに挿入される素子であり、IR LEDとPhoto 
Transistorで構成されている。 
産業機器、制御機器でさまざまな検出を行う。 

  

Absolute 

 Power dissipation [PD]  75mW 

Forward current [IF]  50mA 

Pulse forward current [IFP]  1.0A 

Electro-optical 

Collector power dissipation [PC]   50mW 

Collector current [IC]  20mA 

 Collector – Emitter voltage [VCEO] 30V 

Emitter - Collector voltage [VECO]   3V 

仕様 

製品の概要 



4. 権利獲得の現状 

 ノウハウおよびその他の保有技術の現状 

SpO2 SENSOR 

•血中の酸素飽和度を測定する素子 
•脈拍測定素子 
•2つ以上のLED Chipと1つのPhoto Diodeで構成 

特徴 

LEDとPDが分離された透過型方式のSpO2センサー。 
異なる2つ以上の波長を持つChipが内蔵されて 
あり、血液のヘモグロビンを透過した光を感知して 
血中酸素飽和度を測定する。 

製品の概要 

<様々な機器に応用されている
SpO2> 

<発光素子・受光素子> 

RED IR 

Λc [nm] Λp [nm] 

659~663 880~900 

660~666 900~910 

880~905 

930~950 

PD 

SIZE [mm] Λp [nm] IL [㎂] 

1.5 * 1.5 940 11 

3.0 * 3.0 940 45 

製品類（グループ）  



5. マーケティング目標 

 技術移転、投資誘致、輸出、共同研究、代理店など 

 日本の機関（例えば、道路工事、民間資本高速道路）に納品するSIベンダー営業 
 
 日本のSI業者に車両感知装置を提供する企業への営業 
 
 日本の高速道路の維持管理業者の営業 
 
 日本の貿易業者との戦略的協業を通じた製品の供給  

 
 


