
プリンティングソリューションズ

業績推移

業績推移

売上収益

売上収益

セグメント利益・セグメント利益率

事業利益・事業利益率

overview
7,799億円
売上収益

1,064億円
セグメント利益

オフィス・ホームプリンティング
商業・産業プリンティング

オフィス・ホームプリンティング
● IJP本体は供給制約があるなか、大容量インクタンクモデル・
　オフィス共有IJPが販売増加
●インクはインクカートリッジ販売減少の一方、大容量インクボトル・
　オフィス共有IJPインク販売増加により、売上は前期並み
●部材費・物流費の大幅なコストアップに対し、需給バランスを踏ま
　えた価格対応・費用抑制を継続
商業・産業プリンティング
●商品ラインアップ拡充で、商業・産業IJPが販売増加
●プリントヘッド外販は中国などで販売拡大
●将来成長に向けた費用投下は着実に実行

1兆1,289億円 896億円売上収益 事業利益

マニュファクチャリング関連・
ウエアラブル

商業・産業プリンティング

オフィス・ホーム
プリンティング

ビジュアル
コミュニケーション

プリンティング
ソリューションズ

460億円
研究開発費

482億円
設備投資

1兆2,664億円
総資産

77,642人
連結従業員数

研究開発費

設備投資セグメント資産

連結従業員数

183億円

284億円5,038億円

52,842人

経営資源・事業活動データ（2021年度）

経営資源・事業活動データ（2021年度）
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* 2021年度よりセグメント区分を変更したため、2020年度の金額は2021年度のセグメント
  情報の測定方法で再計算して表示

事業利益 事業利益率

セグメント利益 セグメント利益率

事業セグメント別
売上収益構成比
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マニュファクチャリング関連・ウエアラブル

ビジュアルコミュニケーション

業績推移

業績推移

overview

1,919億円
売上収益

230億円
セグメント利益

マニュファクチャリングソリューションズ
ウエアラブル機器
マイクロデバイス 他
PC

●マニュファクチャリングソリューションズはスカラロボットを中心
　に過去最高台数を販売

●ウエアラブル機器は事業構造改革の進展などにより、前期から収益
　性が大幅に改善

●マイクロデバイス他は旺盛な需要を受け、水晶デバイス・半導体とも
　に好調

overview

1,590億円
売上収益

153億円
セグメント利益

ビジュアルコミュニケーション

● 供給制約があるなか、COVID-19影響からの回復などにより、
　高光束プロジェクター・ホームプロジェクターを中心に販売増加

●事業構造改革の進展などにより、前期から収益性が大幅に改善

セグメント利益 セグメント利益率

セグメント利益 セグメント利益率

経営資源・事業活動データ（2021年度）

経営資源・事業活動データ（2021年度）
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230
1,919

3.2

業績ハイライト（2021年度）

55億円

41億円1,315億円

9,473人

59億円

113億円1,590億円

11,269人

売上収益 セグメント利益・セグメント利益率

売上収益 セグメント利益・セグメント利益率

研究開発費

設備投資セグメント資産

連結従業員数

研究開発費

設備投資セグメント資産

連結従業員数

（年度） （年度）

（年度） （年度）

* 2021年度よりセグメント区分を変更したため、2020年度の金額は2021年度のセグメント
  情報の測定方法で再計算して表示
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事業を通した価値創造

執行役員
プリンティングソリューションズ事業本部長

𠮷田 潤吉

　リモートワークや在宅学習の急速な拡大によるホーム用プリンターの稼働台数・印刷
枚数の増加は落ち着きつつあるものの、働き方の変化による分散印刷の流れは継続し
ていると考えています。また、商業・産業印刷の分野では、消費者ニーズの多様化、環境
意識の高まりなどから、多品種少量生産に強みがあるデジタル印刷への転換が加速し
ています。こうした潮流に沿って、プリンティング全体の分散化のニーズは一層高まって
いくものとみています。
　一方、COVID -19感染拡大や社会・経済情勢を背景とした、半導体などの部品調達
難、国際的な物流混乱など、サプライチェーン上のさまざまな問題から生じている商品
の供給制約が長期化しており、正常化の見通しは不透明な状況です。しかしながら、商品
設計の変更にまで踏み込んだ、事業全体での対応により、2022年度下期にかけて
商品供給の改善を目指します。

▶ 2021年度→2022年度における 環境認識

　エプソンのインクジェットプリンターは、インク吐出に熱を使わないHeat-Free 
Technologyで電力消費を抑制します。大容量インクタンクの搭載により、従来のカート
リッジ方式と比較して、消耗品に関わる資源消費を大幅に低減することができます。これ
は「Epson 25 Renewed」で掲げる環境への貢献を実現する上でカギとなる技術です。
働き方の多様化や商業・産業分野の近消費地生産などにより、さまざまな場所で分散
した印刷が行われる大きな流れを捉えて、この技術を搭載した商品を幅広いラインアップ
で提供することで、お客様のもとでの環境負荷低減にも貢献します。
　地球全体の課題である環境問題への取り組みにさらに貢献するため、私たちのインク
ジェット技術の環境負荷低減における優位性を伝える活動を継続し、パートナーとの
共創関係（プリンティングイノベーションのエコシステム）の構築を進めて、より大きな
価値の創出につなげていきます。

▶ 2022年度に 強化する取り組み

プリンティングイノベーションのエコシステム

成長領域 成熟領域

インクジェット技術とオープンなソリューションで、あらゆる印刷の進化と分散化を促し、
産業構造の革新と地球環境への負荷の低減を実現していきます目指す姿

プリンティングソリューションズ事業

　エプソンは、圧倒的なコストパフォーマンスと環境性能を有するマイクロ
ピエゾプリントヘッドをコアデバイスとして、さまざまな分野にその利用
範囲を広げながら、インク、制御システム、画像処理、精密加工や生産技術
などの基盤技術を磨き、幅広いアプリケーションに展開できるインク
ジェットプラットフォームを創り上げてきました。エプソンのプリントヘッド
は、印刷用インクだけでなく、バイオ材料や金属インクなどさまざまなもの
を吐出することが可能です。これらのプリントヘッドは、自社のプリンター
に搭載するだけでなく、外販ビジネスを通じてパートナーへ提供も行って
おり、さまざまな価値の創出に貢献しています。
　プリントヘッドやその利用技術を基盤に据えて、パートナーとの共創
の場を広げ、さまざまな価値創出に取り組み、インクジェットの持つ大きな
ポテンシャルを引き出していきます。

▶P.44に続く

イノベーション戦略 オフィス・ホームプリンティングイノベーション 商業・産業プリンティングイノベーション

エレクトロニクス  

ワークフローソフト 

教育支援 

他社 
ソリュー 
ション 

 
 
 

他社プリンター 

クラウド 
ソリュー 
ション 

プリントヘッド
（インクジェット技術）

 
 

他社プリンター 

 

保守 
サービス サブスク 

リプション  リモート・ 
コネクト  

ソフト

 

ハード
 エプソンプリンター  

ソフトウェアソリューション
（データ利活用、カラーコントロールテクノロジーなど）

 
 

バイオ 

コスメ・食品 

保守支援 

ビジネス支援

他社
ソリュー
ション

  共創 共創 《パートナー》《パートナー》 《エプソン》
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　また、一人ひとりのお客様の困り事を理解し、これを解決することで末永く商品をお使いいただける
よう取り組んでいきます。ニーズに合わせ、枚数に応じた月額料金や初期導入コストを抑えた個人向け
サブスクリプション型サービスReadyPrintは、欧州エリアからスタートしましたが、より多くのお客様に
ご利用いただけるよう、提供地域の拡大に取り組みます。同時に、商業・産業印刷におけるトータル
ソリューションEpson Cloud Solution PORTでは、エプソン独自のカラーマネジメント技術Color 
Control Technologyや生産工程管理などに加え、ご利用いただけるサービスの拡充を進め、お客様
のビジネスの拡大に役立つメニューの提供を目指します。

　エプソンのインクジェットプリンターには、低消費電力・廃棄物の少
なさなどの環境性能に加えて、シンプルな構造による定期交換部品や
メンテナンス頻度の少なさ、大容量インクタンクによる消耗品交換頻度の
少なさなど、多くの良さがあります。エンドユーザー様やチャンネルパート
ナー様にこうした優位性をご理解いただくことで、レーザープリンターが
主流となっているオフィスでの印刷にインクジェットプリンターが浸透する
大きな流れが生まれると考えます。在宅勤務などによる働き方の多様化
を背景に、さまざまに変化している印刷の分散化ニーズに向けても、プラット
フォーム展開による商品ラインアップの拡充を進めていきます。さらに、
ReadyPrintなどにより一対一でつながることを通じて、お客様の困り
事をより深く理解し、価値の高い商品・サービスを提供していきます。

　商業・産業印刷のデジタル化と環境負荷低減という大きな潮流
に乗って、独自のマイクロピエゾ技術の特長を活かしたインク
ジェット技術のプラットフォーム展開によって、高画質・高生産
性のニーズに対応する商品・サービスを提供していきます。多様
なメディア・素材への印刷を実現するインクジェットのポテンシャル
を引き出し、デジタル化を後押しする商品の開発を進めます。分散
印刷を支援するEpson Cloud Solution PORTでは、利用可能な
サービスを順次追加していくことで、お客様の全体の生産性を
高めるソリューションの提供に取り組みます。テキスタイルなどでは
デジタル印刷のコンサルティングも強化し、デジタル印刷を前提と
した価値の創造をサポートしていきます。

　エプソンは、環境意識の高まりや分散印刷の加速といった
大きな社会動向への対応の一つとして、プリントヘッドを基軸
としたソリューションを提供し、お客様の印刷・生産プロセス
を革新していきます。具体的には、独創のマイクロピエゾ
プリントヘッドの特長（高精度・コンパクト・拡張性など）を
活かし、世界中のパートナーとの共創により、アナログ印刷
のデジタル化を加速させていきます。また、エレクトロニクスや
バイオなどの新たな分野への応用や、立体物へのダイレクト
印刷など新規市場開拓を進めていきます。さらに、プリント
ヘッド外販だけでなく、インクジェット技術を簡単かつ安心
して導入いただけるソリューションの実現を目指します。

　プリンティングソリューションズ事業には、オフィス・ホームから商業・産業まで、非常に広いプリン
ティングのニーズに応えるミッションがあります。インクジェットプリンターを中心にさまざまな技術の
プラットフォーム化が進んだことで、ソフトウェアやハードウェアの設計といった共通の基盤を担う人材が、
オフィス・ホームと商業・産業という領域の垣根を越えて、幅広く活躍できる体制になっています。また、
社員が自ら新しいソリューション・サービスを考える機会を設け、社会課題の解決に貢献するやりがいの
創出と、成長の場づくりを進めています。こうした取り組みを通じて生まれた社員からの創発的なアイデア
を事業化までつなげることで、人材の成長とともに事業の継続的な成長を目指しています。

内田 昌宏

▶ 人材の力をどのように事業の成長につなげるか

商業・産業プリンティングイノベーションオフィス・ホームプリンティングイノベーション

P商業・産業事業Pオフィス・ホーム事業 IJS事業

IJS事業部長

山田 陽一

執行役員
プリンティングソリューションズ
事業本部 副事業本部長
Pオフィス・ホーム事業部長

オフィス・ホームプリンティング

五十嵐 人志

執行役員
プリンティングソリューションズ
事業本部 副事業本部長
P商業・産業事業部長

商業・産業プリンティング プリントヘッド外販

▶ 2022年度に強化する取り組み（続き）
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事業領域／事業の方向性 社会課題／事業課題 エプソンの強み、価値提供

事業領域／事業の方向性 社会課題／事業課題 エプソンの強み、価値提供

• 環境意識の高まり（電力消費・廃棄物の
削減、商品の長寿命化）
• 生産性向上の実現

• 消費電力が低く、シンプルな構造で廃棄物が少ないピエゾ方
式を採用したプリントヘッドの原理的優位性を活かし、環境負
荷低減を実現
• 高速印刷とメンテナンスの容易さで生産性の向上

オフィスの印刷をレーザーから
インクジェットへテクノロジーシフト

• 印刷に伴う消耗品コスト
• 消耗品交換に伴うメンテナンス工数

• 大容量インクタンクモデルで圧倒的に安いランニングコスト
• メンテナンス工数の削減こころおきなく印刷できる商品の提供

• 紙のリサイクルニーズ、機密抹消ニーズ
の増大 • 乾式オフィス製紙機PaperLabによるオフィスでの紙資源循環オフィスでの紙循環プロセスの実現

• リモートワーク・在宅学習も含む利用
シーンの多様化による分散印刷ニーズ
の高まり

• 印刷ニーズに応じたサブスクリプション型サービスの提供
• モバイル・クラウドサービスEpson Connectや遠隔管理基盤
を活かしたソリューションの提供

より多くのお客様に向けた
ソリューションの提供

• デザインの多様化による多品種少量生産
の普及
• 水の大量消費・売れ残りによる大量廃棄
• 労働環境の改善

• インクジェットによるデジタル印刷で、多品種少量生産、環境
負荷低減、労働環境改善を実現アナログからデジタルへ

• 分散印刷での高度な色合わせ・生産管
理・品質管理・保守管理の実現

• 導入しやすいトータルソリューションEpson Cloud Solution 
PORT
• 独自のカラーマネジメント技術による効率的な色合わせの支援
• 遠隔監視技術による安定稼働の実現

トータルソリューションによる
商業・産業印刷の実現

• さまざまな印刷のデジタル化加速
• 多くのパートナーとの協業による提供
価値の最大化

• 高精度、コンパクトで拡張性の高いプリントヘッドと、インクジェット
技術を簡単かつ安心して導入いただけるソリューションの提供
で、お客様の印刷・生産プロセスの革新を実現

あらゆる印刷をインクジェットに

オフィス・ホームプリンティングイノベーション

各イノベーションの方向性とエプソンの強み、価値提供

商業・産業プリンティングイノベーション

商業・産業印刷の市場規模

* 横幅 : 市場規模（金額ベース）2018年度 ジャンル別のアナログ市場＋デジタル市場
（本体＋インク金額）エプソン調べ
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プリントヘッドの市場規模*1

* 調査会社からの情報を基に、エプソン調べ
*1 インクなどを除く

年平均成長率9％程度

2019 2020 2021

オフィス共有インクジェットプリンター
インクカートリッジモデル
大容量インクタンクモデル（先進国）
大容量インクタンクモデル（その他地域）
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注目トピック

　働く場所の多様化は一層進んでいく方向です。これに合わせ、低
環境負荷、低コストで高い生産性を実現する印刷環境の実現が求
められています。
　エプソンのオフィス共有インクジェットプリンターは、優れた環境性
能に加え、高速印刷・低TCO（導入や維持・管理に関わる費用の総額）
が特長です。例えば、高速ラインインクジェット複合機LX-10050MF
シリーズは、PrecisionCoreラインヘッド搭載により、印刷スピード
100枚/分を実現し、オフィスで使用されている一般的なレーザー方式
の50枚/分に対して、約2倍の生産性を発揮します。また、Heat-Free 

Technologyを搭載し、インク吐出プロセスに熱を使わないLXシリー
ズは、レーザープリンターに比べて圧倒的に消費電力が少なく、外部評
価機関による性能比較では、他社カラーレーザー複合機に比べ、
LX-6050Mは年間の消費電力量を平均で約80%削減できるとの結果
が出ています。
　こうした強みをもとに、サテライトオフィスやシェアオフィスへの分散
化をにらみ、商品ラインアップの拡充を進めるとともに、高速印刷と
低消費電力、低TCOを通じて、お客様の生産性向上と
環境負荷低減、印刷コスト削減に貢献していきます。

高生産性と低環境負荷を両立するオフィス共有インクジェットプリンター

Pオフィス・ホーム事業

• オフィス市場で需要の多い中速帯の商品ラインアップ拡充
• 各地域での販売網と価値訴求活動の強化
• 半導体などの部品調達難や物流混乱への対応と正常化
に向けた取り組み

レーザープリンターからインクジェット
プリンターへ

• JR東日本駅ビル初のレンタルオフィスにてエプソンが新たなビジネスモデルの実証実験を含めたコラボレーションを開始（2021年3月）主な協業・共創

施策
成果 課題と次期継続アクション

実績

• オフィス共有インクジェットプリンター（印刷ボリュームの高いカテ
ゴリー）で売り上げの伸長を維持
• 新興国地域に加え、先進国地域でも大容量インクタンクモデルの
売り上げ拡大

• 国内外での展示会、プロモーション活動を通じた乾式オフィス製紙機
PaperLabの環境価値訴求の継続と海外販売の開始 • PaperLab環境性能のさらなる向上オフィス内での紙循環サイクルの構築

• 自宅での印刷状況が把握できる企業向けプリントサービス
　Epson Remote Print for WFHの提供開始
• 資料のペーパーレス化を図り、業務効率化を支援するアプリケーション
Epson Pocket Documentの提供開始

• サテライトオフィスなどに向けた顔認証印刷ソリューションの展開

サブスクリプション、ソリューションの
提供拡大

プラットフォーム展開による効率的な
商品・サービスの開発 • 継続的な商品ラインアップの拡充

2021年度の事業活動実績

施策と実績

• サブスクリプション型サービスReadyPrintの提供地域拡大
• 教育市場サービスの拡大に向けた実証実験の実施

印刷スピード

100
枚/分

*2
消費電力量

約80%
削減

*3

A4カラー複合機

A4モノクロ
複合機

Pオフィス・ホーム事業 成長領域 成熟領域

*2、*3の注釈はP.92へ

高速ラインインクジェット複合機

価値創造戦略 事業を通じた価値創造パーパスと価値提供CEOメッセージ 長期ビジョン 価値創造基盤 ファクトデータ INDEXエプソン
統合レポート  2022

46



注目トピック

　COVID -19によるパンデミックの経験は、消費地に近い場所での
生産（印刷）を行って、より速く、より強靭なサプライチェーンを実現し
ようとする商業・産業印刷市場での動きを加速すると考えられます。
大判プリンターなどを使用する生産現場では、各地でのアウトプット
の同一性を保証し安定した印刷を行うため、多拠点での正確な色合
わせと効率的な稼働管理、作業者のスキルに頼らない保守サービス
が一層求められています。
　こうしたニーズに応えるために、エプソンは2020年に分散印刷を
支援するソリューションEpson Cloud Solution PORTの提供を

開始しました。このソリューションによって、各拠点に分散した全ての
プリンターの稼働情報、エラー状態などを一画面でタイムリーに把握
し、プリンターの状況を遠隔でモニタリングし、生産（印刷）を円滑に
行うことができるようになります。また、独自技術ならではの色合わせ
や生産工程管理などのサービスを順次拡充し、お客様のニーズや
受注の拡大に合わせて利用いただくことで、生産性の向上を支援
していきます。

分散印刷を支援するEpson Cloud Solution PORTの提供

P商業・産業事業

2021年度の事業活動実績

施策と実績

P商業・産業事業 成長領域

• コーポレート、サイネージ、テキスタイル、ラベルなどの領域で引き
続き売り上げが伸長
• COVID-19の影響により需要が落ち込んでいた小型プリンターの
市場の回復が進む
• 誰でも簡単に使え、色合わせが可能な小型測色器を発売
• 少量・多品種生産に適したインクジェットデジタル捺染機Monna 
Lisaシリーズのエントリーモデルを発売

• 半導体などの部品調達難や物流混乱への対応と正常化に
向けた取り組みアナログからデジタルへ

• Epson Cloud Solution PORTのサービスメニュー拡充

プラットフォーム展開による効率的な
商品・サービスの開発

• 京都大学大学院総合生存学館アートイノベーション産学共同講座とアートイノベーションとデジタル捺染を融合させて新たな価値創
造を目指すための共同研究を開始（2021年12月）

• 新規市場開拓やお客様へのソリューション提案の強化を目的に、TSCアジア（富士見事業所）をリニューアルオープン（2021年10月）、
エプソンクリエイティブスクエア赤坂をオープン（2022年3月）

主な協業・共創

サブスクリプション、ソリューションの提供拡大 • トータルソリューションEpson Cloud Solution PORT加入数の
拡大

施策
成果 課題と次期継続アクション

実績

• 新プラットフォーム機の投入開始

ラベル（パッケージ印刷）

サイネージ（看板、装飾）

テキスタイル（アパレル、ウエア）

サイン・ディスプレイ向け
大判プリンター

コーポレート（POP、ポスター、CAD）

POP・ポスター・CAD向け
大判プリンター

デジタル捺染機

テキスタイル向け
大判昇華転写
プリンター

カラーラベルプリンター デジタルラベル印刷機

A拠点 B拠点 C拠点

お客様のPCやモバイル端末で分散したプリンターを一画面で稼働管理
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実績

注目トピック

　プリントヘッドのコア部品であるPrecisionCoreプリントチップを
進化させることで、インクジェット技術を活用できる用途、市場をさらに
拡大していきます。
　ラベル・テキスタイルなど高い生産性が求められるアナログ印刷
領域や特殊な液体を吐出する工業応用領域へデジタル印刷の価値を
提供するため、プリントチップの吐出性能、信頼性を向上させ、それを
搭載する全てのエプソン製プリントヘッドの性能を進化させます。

　PrecisionCoreプリントチップの特長は、高精度・高密度にインク
を吐出できることに加え、さまざまな形状のプリントヘッドに組み込む
ことで、多様な用途、ニーズに対応したプリントヘッドに展開できます。
プリントヘッドに内蔵したプリントチップの進化によって、プリント
ヘッドの性能を向上させ、既存資産（有形・無形）を有効活用しながら、
商品性能を向上したいというお客様の困り事を解決します。

PrecisionCoreプリントチップの進化

IJS事業 成長領域

中国市場でのシェア拡大

• 高い生産性と安定稼働を実現できるPrecisionCoreプリントヘッド
D3000シリーズとS3200シリーズの商品ラインアップ拡充
• 技術サポート、ソリューション提案を行う拠点をスイスに設立し、
アナログ印刷のデジタル化提案力を強化

• お客様との共創の拠点であるインクジェットイノベーション
ラボ富士見をリニューアルし、立体物印刷装置や各種イン
クジェットヘッドを用いた試作環境を整え、お客様との接点
を強化

• D3000シリーズとS3200シリーズで、欧州の装置メーカー
との協業を通じて、アナログ印刷のデジタル化ニーズの開拓
• スイスに設立した技術サポート拠点の活用

• 中国の中・大型サイネージ印刷市場にTシリーズを投入し、
シェアのさらなる拡大
• 商品ラインアップのさらなる拡充

アナログ印刷に匹敵する生産性を
デジタル化で実現

• インクジェットイノベーションラボ富士見を活用し、インクジェットによる
新たなものづくりを目指すお客様、素材メーカーや大学・研究機関など
のパートナーとともに、新しい素材・用途の開発・試作評価を69件実施
• インクジェット立体物印刷装置の開発

新規応用分野の開拓

• iPrint研究所（スイス）との協業により、スイスに技術サポート拠点を設立（2022年4月から事業開始）主な協業・共創

施策
成果 課題と次期継続アクション

IJS事業

2021年度の事業活動実績

施策と実績

詳しくは
Webへ

インクジェットによるものづくり
https://www.epson.jp/products/inkjet/application/

• 多様なニーズにタイムリーに応えるPrecisionCoreプリントヘッド
I3200シリーズの商品ラインアップ拡充により、主要市場である
中国で順調に売り上げが伸長し、シェアが拡大
• UVインクに対応する一体型のサイネージ印刷向けPrecisionCore
プリントヘッドTシリーズ（T3200/T1600）を開発し、販売を発表 PrecisionCoreプリントヘッドの主な特長

PrecisionCoreプリントチップ 

I3200
横4チップ

T3200 
縦2チップ横２チップ

D3000
横6チップ

S3200
縦4チップ

◀ I3200シリーズ

◀ Tシリーズ

◀ D3000シリーズ

◀ S3200シリーズ

低コスト、コンパクトと使いやすさにより、
搭載範囲が拡大

ヒーター内蔵で、さまざまなUVインクを
吐出でき、サイネージ印刷への適用幅が
拡大

高周波駆動とノズルまでインクを循環させる
ことで、高生産印刷と安定稼働が可能

拡張性が高いS形状で幅広いニーズや
アプリケーションに対応可能

 

プリントヘッド外販ビジネス*4売上収益推移

2019 2020 2021（年度）
*4 プリントヘッド・インクなどを含む

中国
中国以外
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価値創造戦略 マニュファクチャリングイノベーション

執行役員
マニュファクチャリングソリューションズ事業部長

内藤 恵二郎

成長領域

　2021年度は、EVに代表される次世代経済を牽引する環境配慮型商品の拡大に伴
い、ものづくり関連投資の需要は旺盛でしたが、短期視点では地政学的なリスクや部
品不足・物流難による影響により、不透明感が増しました。この傾向は2022年度も続
くと予想しています。一方、中長期視点では、「労働環境の改善」や「ものづくりのレジリ
エンス強化」といった本質的な課題を解決するために、生産システムを革新させる必要
性を多くの企業や組織で感じられており、確実な市場成長を見込んでいます。特にロ
ボットによる自動化を望む業種・業界の多様化が進んでいます。私たちも、さまざまな困
りごとを解決する手段を拡充し、社会貢献できる機会を増やしていきたいと考えます。

▶ 2021年度→2022年度における 環境認識

　工場の自動化を求めるお客様の期待は、単なるロボットの導入ではなく「ものづくり現場の変革」にあります。その要望にお応えするロボットや周辺機器を活用した装置を開発
する装置設計者や工機人材、お客様の困りごとに対する解決手段を提案できる人材について、一層の強化が必要となります。お客様のニーズを把握し、最適なソリューション
を提案できる人材は当事業に限らず、エプソン全体視点での強化が必要であると考えています。そのために、事業・関係会社を横断したローテーションによる人材育成を進め
ます。加えて、教育機関へのロボットプログラミング・装置設計カリキュラムの提案による若手人材の育成への取り組みや、DXや顧客サポート人材の即戦力強化を図り、即効性
と継続性を併せ持つ事業成長を目指します。

▶ 人材の力をどのように事業の成長につなげるか

　昨年度末に上市した「ジャイロプラステクノロジー」を搭載したスカラロボットのGX
シリーズを本格的に拡販することや、ロボットおよび装置のプログラミングを簡単に
するRC+ExpressEditionの提案などにより、スカラロボットの世界シェアNo.1*1を盤石
にします。その上で、マニュファクチャリングイノベーションの目指す姿を実現させるた
めに、小型射出成形機の販売を本格化させるとともに、分光カメラや３Ｄプリンターな
ど次世代のものづくり革新を支える技術やビジネスモデルを先鋭化させていきます。
加えて東南アジア・インドや日本といった戦略的な地域において、顧客開拓力・顧客
サポート力を強化し、市場変化への耐性を高める取り組みを加速します。

▶ 2022年度に 強化する取り組み

環境負荷に配慮した「生産性・柔軟性が高い生産システム」を共創し、ものづくりを革新する目指す姿

*2、*3、*4の注釈はP.92へ

1.7兆円
ワールドワイド

CAGR 2.8%

成形機

1,100億円
ワールドワイド

CAGR 4.9%

小型射出成形機*3

部品生産

1.0兆円
ワールドワイド

CAGR 5.5%

ロボット*2

2,300億円
ワールドワイド

CAGR 8.4%

小型ロボット*4

組立・検査

2.1兆円
ワールドワイド

CAGR 7.0%

エンジニアリング

7,800億円
ワールドワイド

CAGR 7.0%

3C・ビギナー向け

構想・導入サポート

* 装置設計・サービス（本体含む）

* 金額規模は2020年、CAGRは金額規模で2020⇒2025年 エプソン想定値

エプソンがターゲットとする市場の規模と成長率

マニュファクチャリングソリューションズ事業

事業を通した価値創造

事業領域／事業の方向性 社会課題／事業環境 エプソンの強み、価値提供

• 環境への要請の高まり
• レジリエンスの強化
• 働き方の多様化
• 労働力不足の解消

• 材料・電力・輸送・スペースの無駄を削減する小型成形機
• 「人の手でしかできない作業」の自動化を容易に実現する
高精度なセンシング技術、ロボット制御技術、画像処理技術

部品生産～組立～検査を含む
コンパクトな生産ライン構築

• 独自の「ジャイロプラステクノロジー」による高い生産性
（高速・高精度の動作）
• スカラロボット世界シェアNo.1*1を支える幅広いラインアップ

小型・軽量・スリムで省電力と
高生産性を両立したロボット

• 自動化に対する高いハー
ドルの解消
• 多様な生産プロセスへの対応
• 多様な業界における自動
化への期待

• 自社のものづくりの現場で培った自動生産ラインの知識
をベースとした、高効率・高歩留まりな生産システム提案
• グローバルに広がる販売・サービス網による顧客の他地域
展開へのサポート

構想・導入サポート

*1 産業用スカラロボットの2021年の金額および数量ベース出荷実績において（株式会社富士経済『2021ワールドワイドロボット関連市場の現状と将来展望』を
　 ベース資料としたエプソン調べ）
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• 「ジャイロプラステクノロジー」搭載のGXシリーズの上市
• スカラロボットを中心に過去最高の台数を販売。事業売上収益に
おいても継続して伸長
• エプソンブランドでの射出成形機ビジネスの開始
• ３Dプリンターをシステム構成とした価値提案の検討

商品ラインアップの拡充による売上拡大 • ロボット新商品の拡充と周辺機器・ソフトウェア群の充実

• 今後の成長が見込めるインド・ベトナムおよび、日本での
販売活動の強化

• ３Dプリンターや振動センサーなど次世代技術を搭載した
商品の上市

効率的な商品開発による収益性向上

• パートナーSIerとの共創強化による課題解決ソリューションの拡充
• ハンド・周辺機器メーカーとの協業深化と、各種ライブラリ拡充や接続規格への対応強化主な協業・共創

• ロボット単体に加え、周辺装置なども活用したソリューション提案を
開始次世代プラットフォーム拡大に経営資源を集中

施策
成果 課題と次期継続アクション

実績

6軸ロボット

分光カメラ

スカラロボット

RC+Express

　2022国際ロボット展で、「エプソンが変える　これからの
ものづくり」をキーワードに、すぐに解決できる提案としての
「現場ソリューション」と、近未来の世界観をイメージした
「マニュファクチャリングイノベーション」の２つのソリュー
ションを訴求しました。
　「現場ソリューション」展示では、新技術「ジャイロプラステク
ノロジー」を搭載した新製品や独自技術の分光ビジョンシステ
ム、簡単プログラミングソフトなどお客様の「今の課題」を解決
する提案に加え、「パートナーSIer*5ソリューション」として、
搬送・組立・検査プロセスの一連の工程を模した自動化支援
の幅を拡げるソリューションも7社と共創し紹介しました。

　「マニュファクチャリングイノベーション」展示では、小スペー
スで無駄のないモデルラインを紹介。会場では、リバーシゲー
ムの石（メダル）や中箱の試作造形、量産部品製作、組立から
箱詰め、装置間の無人搬送、外箱へのダイレクト印刷までの
一貫した工程を、小型射出成形機や3Dプリンターを設置した
小さなスペースでのモデルラインとして実演しました。
　エプソンは、環境に配慮した最新技術と産業を彩るさまざま
なデバイスを、さらに拡充するとともに、ものづくりの仕組みに
顕在化している「労働環境の改善」「環境負荷低減」「分散化社
会への対応」といった社会課題に真摯に向き合い、新たな価値
提供に取り組んでいます。

注目トピック

マニュファクチャリングソリューションズ事業 成長領域

マニュファクチャリングソリューションズ事業

2021年度の事業活動実績

施策と実績

エプソンが目指す工場の姿「マニュファクチャリングイノベーション」

統合型射出成形システム

組み立て装置

３Dプリンター
無人搬送装置

ダイレクト印刷装置

*5 製造工程における自動化装置の提案・構想・導入・サポートなどを行う事業者。ソフトウェアのシステムインテグレータとは異なる
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執行役員
ビジュアルプロダクツ事業部長

吉野 泰徳

価値創造戦略 ビジュアルイノベーション

*1 発売済み20,000lmの3LCD方式プロジェクター製品の本体（突起部、レンズ含まず）において。
エプソン調べ。（2022年5月17日現在）

成熟領域

事業領域／事業の方向性 社会課題／事業環境 エプソンの強み、価値提供

• 教育の格差の解消
• 多様な学びの実現

• コストパフォーマンスの高い大画面による、公平で快適な視聴・コミュニケーション環境
• 電子黒板機能による学びの双方向性支援

● 文教
　公平で質の高い教育環境の構築

• ワークスタイルの多様化への対応
• 業務の生産性・創造性の向上
• 経済活動における環境負荷低減

• リアル・遠隔双方で快適な大画面コミュニケーション環境
• インタラクティブ機能によるプレゼンテーションや会議での生産性・創造性向上
• 低消費電力・小型・軽量の商品

● オフィス・ビジネス
　生産性・創造性の発揮支援

• ライフスタイルの多様化への対応
• 時間・空間・移動の制約の解消
• デジタル化の進展、EC（電子商取引）化加速への対応

• 大画面でのオンデマンド視聴や、リモートワークや遠隔授業を1台で実現できるスマート
プロジェクター
• 高画質・大画面の視聴環境を手軽に実現する設置自由度の高さ

● ホーム
 多様な働き方やライフスタイル
　の実現支援

• イベント需要の回復／新たなエンターテイメント市場
の創出
• 技術進化による新たな芸術・文化の創造

• 驚きや感動を提供する圧倒的な大画面
• 空間の映像・光演出を思い通りに実現できる設置自由度
• 安心して使用できる機器の高信頼性・維持管理支援

● ライティング、サイネージ、アート
 映像・光による演出やデジタル
　アート表現の支援

ビジュアルプロダクツ事業

　プロジェクター市場は、フラットパネルディスプレイの価格下落による競争が続く
一方、COVID -19による影響は底を打ち、教育・イベント向けを中心に需要が回復
基調にあります。家庭向けでは、ストリーミングサービスの普及により、スマートプロ
ジェクターが中国を中心に拡大しています。さらにはハイブリッドワークや教育の在り方
の変化、体感型デジタルアートや臨場感ある映像空間演出など、プロジェクションの
強みを活かせる新たな需要も見えています。
　しかしながら、当面のサプライチェーン環境は引き続き厳しい状況を見込んでおり、
製販一体の機動力あるオペレーションにより商品の供給最大化に取り組みます。

▶ 2021年度→2022年度における 環境認識

　事業の目指す姿を実現するためには、全ての社員がお客様の求める本質価値に向き合い、自律的に価値創造し続ける組織文化が不可欠です。当事業では、社員個々の
成長機会の拡充や働きやすさの追求、働きがいを高めることで、個・組織の主体的な行動を引き出すとともに、新規市場開拓を目的としたプロジェクト活動やアイデア起案型
の事業化検討の仕組みを設けたり、お客様の声を共有する機会づくりを通して、情熱を持って顧客価値創造にチャレンジする文化形成に取り組んでいます。 

▶ 人材の力をどのように事業の成長につなげるか

　これまでの事業構造改革で得られた収益基盤をさらに堅固なものとすべく、2022
年度は資産効率性に着目し、現有資産の最大活用と新規投資の効率性を追求し、高
効率体質への転換を図ります。
　商品面では本年度上市した世界最小*120,000lmモデルの拡販や設置性・接続性を
向上した家庭向けモデルの投入などにより市場競争力を高め、市場プレゼンスを堅持
していきます。また、デジタルを活用したお客様接点の強化・サービス提案や他社サービ
スとの連携で、「学び・働き・暮らし」におけるお客様体験価値を向上・進化させていくと
ともに、その実現に向けた共創パートナー拡充の取り組みを強化していきます。

▶ 2022年度に 強化する取り組み

感動の映像体験と快適なビジュアルコミュニケーションで人・モノ・情報・サービスをつなぎ、「学び・働き・暮らし」を支援する目指す姿

事業を通した価値創造
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ビジネスプロジェクター
超短焦点壁掛け対応モデル

ビジネスプロジェクター
高輝度モデル

ビジネスプロジェクター
レーザー光源採用軽量コンパクトモデル

ホームプロジェクター
4K*2対応モデル

成熟領域

　発展途上国では、インフラ整備課題に伴う学びの機会の不足や
教科書などの教材が児童一人ひとりに行き渡っていない状況、教
師不足による教育の質の不足など、さまざまな教育格差の課題を
抱えています。私たちは「持ち運べる教室」として、プロジェクターを
使ったオールインワン教育商品やサービスなどのソリューション提
供を進化させることで、現場の先生を助け、限られたリソースの中で
も、「いつでも・どこでも・誰でも・簡単に」「誰一人取り残さない公平
な教育」の実現に向けて取り組みを進めています。
　JICAとの連携では、これまで草の根実施団体などとの先行実証
活動や長期研修生・若手職員などとの人的交流などを通しパート
ナーシップを深め、今年3月に包括連携協定を締結しました。今後は、

スタディーツアーなどでのオールインワン教育コンセプトの現地実証
を加速して進めていくことを計画しています。加えて、アイデアソンや
JICAとの包括連携協定を保有する他社との異業種交流など、共創を
深めていきます。
　エプソンは、長年教育分野での案件に携わっており、細かい砂ぼ
こりに対する防じん機構や高い堅牢性などのノウハウ・知識を保有
しています。私たちの強みを生かし、各種パートナーとの共創により、
子どもたち一人ひとりが持つ夢の実現をサポートしていきます。

注目トピック

ビジュアルプロダクツ事業

構造改革による筋肉質な収益構造の実現

製品ポートフォリオ最適化と効率的な製品開発

• 顧客接点の複層化を図る汎用アプリケーション提供企業との共創
• 教育インフラの途上国に対する教育環境の改善として独立行政法人国際協力機構（JICA）との連携主な協業・共創

サービス・ソリューション提供による収益複層化

施策
成果 課題と次期継続アクション

実績

ビジュアルプロダクツ事業

2021年度の事業活動実績

施策と実績

• 継続的な収益性改善と資産効率向上による筋肉質な事
業採算構造の確立
• 半導体などの部品調達難による供給制約下での販売充
足率の最大化
• スマートプロジェクター市場向け商品ラインアップの強化
と拡販
• 強い競争力を実現する技術開発の深化と価値づくりプロ
セスの変革
• スマート化・デジタル活用によるお客様接点の強化とお客
様体験の継続的向上

• セグメント利益は、事業構造改革を進めたことに加え、モデルミック
スの良化や為替影響により、収益性は大幅に改善
• EB-PU2220Bなど既存市場での強い競争力を持つ高輝度商品の
開発
• 中国市場での販売拡大（大手プラットフォーマーとの協業）
• 子ども向け知育などアプリケーションを活用したプロジェクター
活用シーンの拡大

途上国市場への取り組み

* 使用イメージ写真

*2の注釈はP.92へ
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価値創造戦略 ライフスタイルイノベーション

ウエアラブル機器事業部長

林 昌志

事業領域／事業の方向性 社会課題／事業環境 エプソンの強み、価値提供

• ライフスタイルの多様化
• 「省・小・精の技術」や匠の技能で、魅力ある上
質な商品を提供し、多様なライフスタイルを
彩る

ライフスタイルを彩る

成熟領域

「省・小・精の技術」と匠の技能を活用したソリューションを共創し、お客様の多様なライフスタイルを彩る目指す姿

ウエアラブル機器事業

　2021年度は引き続きCOVID -19の影響を受け、販売とサプライ
チェーンの両面で厳しい環境が継続し、中でも国内市場は店頭販
売を中心に回復が遅れました。しかし、高級品市場はCOVID-19の
影響下にあっても堅調に推移し、また、欧米を中心に徐々に規制が
緩和されたことによる需要の回復を取り込んだことで、2020年度
に対して増収となりました。
　2022年度は主要な市場において経済活動が正常化していくな
ど市況が回復に向かう材料がある一方で、中国など一部地域では
COVID-19の影響が続き、さらにウクライナ情勢による経済影響が
重なるなど、先の予測が難しいことから、環境変化を注視し、対応し
ていく必要があると考えています。

▶ 2021年度→2022年度における 環境認識

　創業以来の事業であるウオッチ領域には、良質な時計を生み出す匠の技能が脈々と受け継がれてい
ます。また、エプソンの強みである「省・小・精の技術」を核に進化し続ける全社の技術基盤を活かすこと
で、独自性のある商品開発や、ものづくりを革新する取り組みに挑戦しています。デジタルマーケティング
の強化においても事業部の枠を越えて、DX推進部門や販売部門の人材と連携することで、販売改革に
挑戦しています。
　お客様と共に価値を創り、お客様に喜ばれることをモチベーションに、多様な人材がチームで働く力を
高め、匠の技能と「省・小・精の技術」の融合で改革を進め、人材と事業が活き活きと成長する環境づくり
を推進します。

▶ 人材の力をどのように事業の成長につなげるか

　2021年度は、生産拠点の適正化、商品ラインアップの見直しなどの事業構造改革に取り組み、体
質強化を進めました。また、オリエントスターの自社ECサイトを国内で立ち上げ、お客様とダイレクトに
つながることで、お客様の要望をこれまで以上に把握し、自社の強みを活かして応えていく取り組みを
開始しました。
　2022年度は、2021年度に進めた活動をさらに深化させ、環境変化に柔軟に対応できる生産基盤
を整備していきます。同時に、自社ECサイトの領域を拡大し、デジタルマーケティングを進化させるこ
とで、多様なお客様の感性に応えていく活動に注力していきます。

▶ 2022年度に 強化する取り組み

事業を通した価値創造

1,000ドル未満
1,000ドル以上

ウオッチ市場推移（小売金額）

データ出所 ： Euromonitor International
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• 事業体質強化の推進、市況回復による増収
• 生産拠点集約による固定費削減
• オリエントブランドのグローバル展開推進

• 継続的な事業体質強化、事業収益性の改善
• 効率的な生産オペレーションの徹底
• オリエントブランドのさらなる伸長

• D2Cの領域拡大
• チャンネルマネジメントの継続的な改善

事業構造改革

販売改革

• 生産拠点整備
• 商品構成の見直し

• D2C（自社ECサイト）推進
• 販売チャンネル適正化

　お客様の多様なニーズをこれまで以上に捉え、真に喜ばれる価
値を提供していくため、オリエントスターをお客様に直販する自社
ECサイト「with ORIENT STAR」を2021年12月に立ち上げま
した。
　お客様とダイレクトにつながることで、多様なニーズや購買行
動などの情報を把握し、DXによる分析で新たな気付きにつなげ、
価値創出に活かしていきます。
　サイトでは、機械式時計のメンテナンスを分かりやすく解説する
記事など、お客様に役立つ情報を定期配信するほか、サイトで購入
したお客様には、延長保証と、より手軽にオーバーホールが受けられる
サービスを提供するなど、お客様とのつながりを大切に、オリエント
スターを長くご愛用いただける関係の構築を目指していきます。

注目トピック

お客様とダイレクトにつながり、真に喜ばれる価値を提供

メンズファッションのプロが、これからの仕事服の推奨コーディネートを紹介する記事や、自社の
サービスサポートメンバーの視点から機械式時計を長く愛用いただくための情報などを配信

成熟領域ウエアラブル機器事業

ウエアラブル機器事業 施策と実績

2021年度の事業活動実績

セイコーウオッチ向け
ビジネス

施策
成果 課題と次期継続アクション

実績

• 国内においてオリエントスターのD2C（自社ECサイト）開始
• 国内、海外の販売チャンネル適正化

企画・販売 ： セイコーウオッチ（株）
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価値創造戦略 ライフスタイルイノベーション

DX推進本部 副本部長
兼 VSMプロジェクト部長

津田 敦也

新領域
VSMプロジェクト

　スマートグラスの光学モジュール外販ビジネスにおいては、COVID-19の影響に
より、工場稼働やサービス・サポートを遠隔から支援する需要が拡大しています。２０２１
年度は、中華圏のお客様における製品開発を数多く進めることができましたが、年度末
からのロックダウンにより、開発遅延の影響を受けました。
　 M-Tracerを軸としたセンシングビジネスは、共創パートナーと複数の実証実験を
行い、新しい取り組みへの基礎ができつつあります。
　健康保健指導ビジネスでは、COVID-19により、対面での面談指導に一部影響を
受けましたが、ICT面談などにより影響を最小限に抑えています。

▶ 2021年度→2022年度における 環境認識

　センシングの領域は、プロジェクトの位置付けで、技術開発や共創パートナーとの実証実験・新たなビジネスモデルの創出などに取り組んでいます。プロジェクトを進める
人材としてまず必要なのは、一定の技術スキルをベースに持っていることです。加えて、共創パートナーと共に新しいものを創り出していくための、コミュニケーション能力や
協働できる能力が必要です。人材育成は、共創という実践の場で体感しながら学ぶことにより行います。人材育成と事業推進を両輪で回すことで、新たなビジネス創出や事業
成長につなげていきます。

▶ 人材の力をどのように事業の成長につなげるか

　スマートグラスの光学モジュール外販ビジネスでは、販売会社と連携して、お客様
の開発を加速させる支援体制を構築し、ビジネスを強化していきます。
　M-tracerを軸としたセンシングビジネスは、実証実験の結果を元に、ゴルフに続く
新たなビジネスの立ち上げを目指します。
　健康保健指導ビジネスでは、蓄積してきた指導ノウハウ、健康診断データ、活動量計
による日常データを、独自のアルゴリズムによって組み合わせ、個人に寄り添った指導
ができるレポートを自動生成するシステムを稼働させます。これまでの指導方法を抜本
的に見直すとともに、レポートを販売する新たなビジネスモデル創出にチャレンジし
ます。

▶ 2022年度に 強化する取り組み

独創のセンシング技術とアルゴリズムにより、測定情報をビジュアル化し、パーソナライズされた価値
として提供することで、健康アドバイスや生活の見守りを行い、人々の多様なライフスタイルを彩る目指す姿

• ライフスタイルや価値観の多様化 • 高度なセンシング技術から得られるデータを、独創のアルゴリズムで価値ある情報に転換し、
楽しい体験や健康をサポート

楽しさを提供
健康な生活をサポート

• ライフスタイルの変化 • スマートグラスで遠隔支援やテレワークに貢献働き方の革新

事業領域／事業の方向性 社会課題／事業環境 エプソンの強み、価値提供

事業を通した価値創造
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　エプソン創業の地、長野県諏訪地域で開催されたスワコ
エイトピークス ミドルトライアスロン大会 2022において、
エプソンのセンシング技術により、安心・安全な大会運営
や競技の新たな楽しみ方を提供することで、大会を支援
しました。
　エプソンのセンシング技術と諏訪圏の企業との共創
などにより、トライアスロンの公式大会では日本初*となる、
最先端位置測位テクノロジーを採用した「GPSトラッキング
システム」を開発・導入しました。このシステムでは、選手に
加えて、メディカル、警備などの大会スタッフが小型軽量
のセンサーを着用し、選手の位置や状態をリアルタイムで

把握することができます。これにより、選手が安心・安全に
楽しめる競技環境や、選手の位置情報を把握した効率的な
交通規制による生活への影響減、さらには観客も楽しめる
エンターテインメントなどの価値を提供しました。
　今後も、GPSトラッキングシステムを活用した革新的な
大会の実現を目指していきます。また、宿泊・観光施設・
イベント企画会社と連携し、大会の地に練習に訪れるアス
リートや同行者の皆さん向けに、観光コンテンツと連携した
トレーニングコースの設定や、おもてなしサービスなどを
創出することで、地域の魅力向上や活性化に寄与する
スポーツツーリズムの実現を目指します。

注目トピック

VSMプロジェクト

VSMプロジェクト 施策と実績

2021年度の事業活動実績

* トライアスロン雑誌Triathlon LUMINA編集部調べ ゴール地点では、選手の位置を確認しながら応援できる。

• COVID -19の影響により、工場稼働やサービス・サポートを遠隔
から支援する需要が拡大し具体化 • ロックダウンで遅延したお客様の開発の支援強化

• モーションセンシングを核としたサブスクリプション型ゴルフ上達
支援サービスを展開 • 課金を継続させる仕組みを改善し、課金継続率を向上

• 新サービスの開発・提供に向けて、株式会社ベネフィット・ワンとの
協業を開始
• ビジネスモデル転換に向けた専用アルゴリズムを開発

• 従来の対面型の面談やICT面談など、面談方式の多様化
への対応
• 指導員の働き方改革への対応

スマートグラスの光学モジュール
外販ビジネス

M-Tracerを軸としたセンシングビジネス

健康保健指導ビジネス

施策
成果 継続アクション

実績

新領域

スマートグラス光学モジュール
（ジャイロセンシング機能搭載）

運動解析システム
M-Tracerシリーズ

センシングデバイス

センシング技術で安心・安全な大会を実現
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価値創造戦略 5つのイノベーションを支える マイクロデバイス

執行役員
マイクロデバイス事業部長

下斗米 信行

成熟領域

「省・小・精の技術」を極めた水晶・半導体ソリューションにより、スマート化する社会の実現に貢献する目指す姿

マイクロデバイス事業

　COVID -19感染拡大によるロックダウン、社会・経済情勢による一時的な需要
変動および生産部材の調達難などのリスクは継続しています。一方で、DXの進展に
伴う高速・大容量インフラ機器、 COVID-19環境下でのIoT、FAなどの産業機器、
環境規制への対応加速による電気自動車向けなど成長する分野を中心に、市場は
今後も継続的に拡大すると想定しています。
　このような市場環境を受け、半導体を中心とした電子デバイスの供給不足は当面
継続し、当社製品も引き続き堅調な需要を見込んでいます。

▶ 2021年度→2022年度における 環境認識

　スマート化社会の進展に伴い、お客様ニーズは多様化し、ニーズの把握や対応力がこれまで以上に必要です。世界中に築いてきたお客様との接点のさらなる強化に向けた、
人材育成とデジタルを融合したコミュニケーションをさらに深め、真のニーズを把握します。また、当社の強みは、水晶事業と半導体事業の技術者を共に有していることであり、
これらの融合によってお客様にとって最適な製品をお届けすることができます。組織の連携はもちろん、事業の枠を越えた勉強会などによって、個人の経験と幅もより広げて
いきます。また不足が見込まれる生産管理・生産技術・製造職は、地域採用を積極的に行い、育成を強化することで組織力を高め、事業成長につなげていきます。

▶ 人材の力をどのように事業の成長につなげるか

　当社の強みである水晶・半導体の技術融合を活かし、成長が著しい高速・大容量通
信インフラ、IoT社会、およびモビリティ社会の実現に向け、リサーチ活動・新商品開
発の強化を進めるとともに、当社にない技術や新規ビジネス領域については共創を
進め、スマート化するインフラの革新に貢献していきます。
　また、直近の電子デバイスの逼迫環境を受け、強みである水晶・半導体の自社生産
能力の拡大、需要が高い32kHz振動子・発振器の組立工程の増強・分散生産比率
拡大などにより、安定生産に向けた活動を強化していきます。

▶ 2022年度に 強化する取り組み

事業を通した価値創造

• 5Gの急速な拡大への
対応

• 水晶と内製ICの擦り合わせ技術による高精度製品で、高
速・大容量通信インフラを支える高速・大容量通信インフラ

• IoT社会の拡大による、
小型化されたタイミン
グデバイスの需要増

• 水晶・半導体の加工技術を極めた小型タイミングデバイス
の提供により、IoT社会を支えるIoT社会

• 安全
• 効率化、生産性向上
• CO2削減

• 正確な位置精度で、車、建機、農機、搬送機などの効率化・
生産性向上に貢献
• 電気自動車の普及に貢献し、CO2を削減

モビリティ社会

• 各イノベーションが解
決する社会課題

• エプソンの完成品価値向上
• イノベーションを支える完成品価値向上

事業領域／事業の方向性 社会課題／事業環境 エプソンの強み、価値提供 タイミングデバイス市場規模推移
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* 調査会社CS & A LLCのデータを基にエプソン推定
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　ＩｏＴ、５Ｇ、ＡＤＡＳなどスマート化社会の進展により、通信容量がますます増大しています。これに伴い、データーセンターが増え、
また高速・大容量な通信インフラとして光通信が用いられています。この光通信のキーデバイスである光通信モジュールに、タイミング
デバイスとして高周波発振器が使われています。高周波発振器に求められているのは、通信性能向上のための低位相ジッタと、環境
負荷低減のための低消費電流性能です。エプソンは水晶と半導体技術を融合できる強みを活かし、これらの性能を実現した商品を
2016年よりリリースし、現在多くのお客様に採用されています。
　コロナ禍におけるリモートワークの増大、巣ごもり需要増などにより、市場は急拡大しており、高周波発振器の２０21年度の売り
上げは対前年比７０％増となりました。今後も市場は継続して拡大することが予想されます。スマート化する社会の実現に向け、お客様
の需要に対応できるよう安定生産、安定供給を目指していきます。

注目トピック

スマート化社会の高速・大容量通信を支える

• 商品ポートフォリオの最適化により、高付加価値商品の比率拡充
　水晶は、高精度・低消費電流のリアルタイムクロックモジュールをラインアップ
• 半導体は、車載液晶ドライバー、高耐圧・大電流に対応するASICのラインアップが進展
• 成長市場に向けたリサーチ活動強化と先行開発により、光通信・データーセンター向け
製品のシェアが拡大

• 外部団体との連携やリサーチ活動強化により、要素技術
開発を先行し、製品力強化を継続

• 成長市場における生産能力増強を継続

IoT、5G、ADASなどの
成長市場での売上拡大

生産体制整備による
デマンド増への対応

• 半導体供給難に際し、自社ICを搭載した発振器の生産能力増強により、売上収益が前年
比17%増
• 市場シェアが高い32kHz製品の2拠点生産により、製造拠点ロックダウン影響を低減
• リモートにより、海外製造拠点での設備を立ち上げ。スキームの確立により、増産ライン
を構築

• 安定生産に向け、COVID -19感染対応、分散生産、複社
購買化を継続

• 半導体の前工程生産能力の拡大など、
　市場成長に応じた投資を継続

• 成長市場向けを中心に従来比約2倍の増産投資を実施、2022年度も同等規模の投資を継続主な投資

施策
成果 課題と次期継続アクション

実績

COVID-19、自然災害影響
低減による社会貢献

• 各国からの要請を受け、ワクチン輸送システム、人工呼吸器などの医療機器に必要な
製品の優先供給により、パンデミック抑制に貢献
• リモート環境下で必要なPC・タブレット向け製品の供給確保により、継続的な経済活動
を支援

• 外部との協働・共創を進め、さらなる社会貢献を目指す

成熟領域マイクロデバイス事業

マイクロデバイス事業 施策と実績

2021年度の事業活動実績

高周波発振器

LCD
コントローラー

マイクロ
コントローラー

特定用途向け
集積回路（ASIC）

液晶ドライバー

ジャイロセンサー

AA9T

 19E

小型kHz振動子

慣性計測ユニット
（IMU）

水晶加速度センサー

防水(IP67)
対応パッケージ

リアルタイム 
クロックモジュール

データーセンター 光通信イメージ図
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