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1 エグゼクティブサマリー
農業における規制制度及び助成金制度は大きな変化に直面しています。土壌の健康状態や、ネットゼ
ロの達成、そしてネイチャーバリュー（環境や野生動物の在り方への配慮）はますます注目されていま
す。今後、農業というビジネスは従来のような収穫量に応じた収入というモデルが変わっていきます。
農業のやり方を変革し、CO2回収貯留を実現することは、これから先考えるべき重要な課題です。

CO2貯留の場合、農家への報酬は、永久的に土壌に蓄えるCO2の量に基
づくため、正確かつ安価の測定方法が必要です。しかし、現在の技術で
は、サンプリングは自動化できない上、炭素含有量の分析も専門のラボ
でしかできません。本レポートは、データサイエンスを用いるなど、各産
業で実証済みの最新のテクニックで、経済的に炭素含有量を測定可能な
方法をご紹介致します。

最新の測定技術のメリットは、炭素含有量測定の幅広い普及を加速し、
多くの農園が現実的に測定をできるようになります。農業を炭素貯留と
いう新たな市場のリーダーにし、従来とは違う収入モデルに適した製品
やサービスを提供できるでしょう。
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2 農業と炭素市場
農業は、既存の基盤施設をそのまま活用して大気からCO2回収できる唯
一の産業です。植物は成長するためのエネルギーを、CO2の吸収と貯留
により生成しています。植物を土壌に埋めれば、吸収されたCO2は永久
に大気から自然に回収されますが、土壌の改善と同時に、ネットゼロの
達成の助力にもなります。回収されたCO2の量を正確かつ経済的に測定
する方法があれば、農家は炭素市場に参加できるようになり、新しい収
入源を手に入れます。炭素市場による収入は土地管理の向上に使え、将
来の助成金制度の対象となる新しい”公共財産”の創出につながります。

CO2貯留には様々な方法があります。土地に関連する例を挙げますと、バ
イオ炭（biochar）という炭素に富む物質を使用して土壌を改善する方法
や、岩石風化促進法というケイ酸塩材料を破砕し埋めて土壌を改善する
方法があります。中でも、植物が自然に吸収するCO2量を増大させること
を目指す、最近の土地及び土壌管理の方法は特に注目を集めています。

永久的（少なくとも半永久的）なCO2削減による収入は、細かい測定と監
査が必要の上、実際にCO2が吸収されたことを証明しなければなりませ
ん。このような測定は農業が目指しているもう一つの変革、つまり成果に
基づく報酬モデルへの移行にも活用できます。

“吸収されたCO2の量を正確にかつ経済的に測定する方法があれば、農家は炭素市場に参加できるよ
うになり、新しい収入源を手に入れます。”
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成果に基づく農業
	� 農業はすぐにカーボンネガティブ（排出量より多くCO2を大気から回収し、長期的に貯留）へ移行できる唯一の業界です。
	� カーボンネガティブへ移行するには、土地管理方法を革新する必要があり、監査と信頼関係の構築も重要です。
	� 農業はすでにこの方向に進んでいます。農家は、成果に基づく収入モデルを取り入れているため、CO2回収貯留とリンクさせるのは自然な流れ
です。

信頼の連鎖
	� 信頼は非常に重要です	–	現地での測定結果はラボでの高精度測定と一致しなければなりません。
	� フィールドテストは農場全体の代表的な数値になるように測定することが重要ですが、経済性も無視できません。
	� 土地及び土壌の変化が遅いため、常に監視が必要ですが、農業における他の取り組みにも関連してきます。

農家のメリット
	� カーボンオフセットや公的な助成金などが新たな直接の収入源となります。
	� 健康な土壌はより多くの炭素を貯留でき、炭素はさらに土質を改善します（肥料の必要が減ります）。
	� 生物多様性の向上は将来の助成金につながります。

図１：炭素市場の構成図
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3 成果に基づく農業
デジタル農学とコネクテッド機器の進化は、機器に備わっているセンサ
ー、遠隔センシング、そして現地での測定による大量なデータをもたらし
ます。多くの場合、データは異なる目的で収集されサイロ化されています
が、データソースの統合を目指す取り組みが始まろうとしています。学術
的な動機だけではなく、サプライチェーン全体、種子の供給者から製粉
業者まで全ての関係者がデータ共有による効率化の利益を享受すること
ができます。ですので、主に大手食品製造者や小売業者がデータ共有を
積極的に推進しているのです。その上、データの共有は財務リスクの分散
も可能とします。	つまり、サプライチェーンのある箇所の成果は下流の別
の箇所に大きく影響しますので、サプライチェーン上流のデータが共有で
きればリスク管理もシンプルになります。

データ共有による最適化および適切なカーボンプライシングを実現する
ためには、成長周期を通じて農場の常時モニタリングが必須です。モニタ
リングは作物の質を確保するためだけではなく、品質向上についてのア
ドバイスを受けることもできるようになります。このようなニーズは、スマ
ート害虫捕獲器、天候センサー、土壌センサーなど、新しいセンサーの
開発を後押ししています。さらに、数多くのセンサーや機器をインターネ
ットに接続させるため、IoT技術、5G、そしてLoRa（長距離通信に特化し
た無線通信における変調方式の一つ）やNBIoT（IoT向け狭帯域通信方
式）など農場環境の遠隔センシングに適した特殊無線システムの需要も
増えています。

遠隔センシングにも重要な役割があります。例えば、高解像度の衛星及
びドローン画像は、AIによる解析が必須です。しかし、炭素は地下３０セ
ンチ超に貯留されるため、遠隔方式では炭素含有量を直接測定できま
せん。ただし、例えば、植物の異なる成長段階における予想炭素吸収量
をモデル化すれば画像から土壌の炭素含有量を概算できるなど、間接
的な測定方法が可能です。このような方法は複雑になりますが、低精度
ではあるが高サンプル率かつ高カバー率の手段にはなるでしょう（図２
参照）。

4 土中の炭素含有量測定
土壌に含まれたCO2は複雑な植物体と生物の残滓で構成された集合体
です。炭素の測定には、通常では熱分解測定という、実験室にて乾燥さ
れた土壌サンプルを燃やし、燃焼時に放たれる気体を分析します。しか
し、熱分解測定は非常に手間がかかる上、サンプル処理とデータ分析を
正確に行うには専門知識が求められます。つまり、この測定方法は広域
を測定するには向いていません。広い農場をカバーできる測定法を実現
するには、使いやすさと値段のほか、以下のポイントが重要です：

	� 過去のデータや実験室による高精度データと強く相関する「精度」を
持つ。	

	� 容積密度（現在は最も誤差を生じさせる原因）による誤差を補正で
きる。

	� 地中で測定できる、かつ地層と地質の深度依存性を補正できる。

	� 専門知識のない作業員でも1日で相当な数の分析を遂行できるなど、
経済的である。

地表もしくは地中で測定したデータを、接続されたデータ統合システム
に蓄積・分析すれば、農地全体の炭素含有量を概算できます（図2参照）
。

実現には、二つのステップがあります：もちろん測定を行うこと、そして測
定結果から農地全体の炭素含有量を推定することです。推定を正確に行
うためには、次の情報が必要です：地勢学及び地質学に基づいた地層分
析結果を考慮したサンプリング、特定の複数個所にて含有炭素の測定、
そして容積密度測定に基づく広域の推定炭素含有量。

“学術的な動機だけではありません。なぜなら、
サプライチェーン全体のデータ共有は、種子の供
給者から製粉業者まで全ての関係者に利益をも
たらします。”
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現地で測定する利点
	� 植物による炭素回収は地中で行われるため、地表の測定ではデータが不完全になる。
	� 土地の使用は複雑で、数メートル単位で土壌が違うこともある。衛星及びドローンは効率的に広域に調査ができる。
	� 現地での測定データがあれば、衛星やドローンによる遠隔調査を校正可能である。
	� 重要なのは、データサイエンスを活用し、年一回の実験室測定から収量地図まで様々なデータソースを融合することで、信頼性の高い分析結
果を作り出すことである。

オフセット証明書の発行
	� 監査可能	–	炭素は実際回収し貯留されたか？
	� 信頼性	–	炭素含有測定は正確に行われたか、なおかつ分析は正確に行われたか？
	� 科学に基づく	–	実験室での測定結果と相関性は強いか？

現地測定用デバイス
	� 遠隔センシング及び過去のデータを活用し、変化が最も起こり得る位置で測定を行う。
	� デバイスが問題なく動作していることを常に報告。
	� 屋外でのデータ使用が少ないまたは全くない用途に最適化。

土壌炭素含有量の測定方法

農学データ

遠隔センシング

証明書の発行

収量マップ

携帯電話

土壌情報データベース、
校正記録

リアルタイム読み出し可能の
土壌測定装置

土壌サンプル
#ac�ef�
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図２：土壌炭素含有量の測定
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4.1 センサー技術 

農業用センサーに求められる要件は、使いやすさ、低価格、そして実際
に有効な手段であることで、医療診断やスクリーニング検査向けのセン
サーと似ています。医療業界では、時間がかかりかつ非常に手間がかか
る検査センターでの検査から、革新的な試薬と最先端の光学センサー
を使用した、必要な場所で必要な時に正確な検査結果を提供できるポ
イント・オブ・ケア・テスティング（POCT）に移行しつつあります。イム
ノクロマトグラフィーや新型コロナウイルスの抗原検査と抗体検査に使
われているラテラルフローデバイスはその一例です。ラテラルフローデ
バイスはサンプルの準備を始め、免疫化学測定の実施から分析結果の
読み出しまで全てを安価な使い捨て装置で行うことが可能です。

医療機器分野において化学反応は概ね理解されていて、全ての人類がほ
ぼ同じ生体構造を持っているため結果の個体差は少ないのですが、この
ような同一性は農業にはありません。土地の使用方法（耕作、放牧、園
芸など）による差ももちろんあり、土壌の種類や、土質、天候まで様々な
要素が影響します。

炭素含有量測定ができるセンサーの導入方法にはいくつかのモデルがあ
り、それぞれの利点と折り合いは以下のようになります：

	� 土壌サンプルをセントラルラボに輸送し測定・分析を行う。既存のモ
デルに近く、ラボの設備を用いて測定を行うため精度が高いが、その
反面準備できるサンプル量と多くのサンプルをラボに輸送するコス
トが制約となります。したがって、広域を調査し土地全体の炭素含有
量を測定するには不向きですが、他のモデルよりサンプルあたりの
精度が高くなります。

	� 小型モバイルセンサーを現地に配置し、半連続的にデータを収集す
るモデル。耐久性のある、かつ最低限のサンプル処理で測定を行え
るポータブルセンサーが必須ですが、精度と測定量のバランスはセ
ントラルラボモデルより良いだと思われます。

図３：センサー技術によって測定精度が異なりますが、1日あたりの測定量と調査できる面積に最も影響するのはサンプル準備の手間です。

ラボにおける熱分解法

光学分光法

複数のデータソースを融合

測定装置を搭載
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度
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	� 航空もしくは衛星デバイスによる遠隔センシングモデル。幅広い面積
をカバーでき、自動化により作業員の負担も抑えられます。しかし、既
存のカメラの解像度や、植被の解釈、また地中測定ができないことな
どが制約となります。

	� センサーを地中に埋め込み、決めた地点で常時測定をするモデル。時
間経過に伴う変化を追跡できるが、地中の厳しい環境に耐えられる耐
久性や、信頼性の高い通信システム、長い製品寿命という条件を満た
さなければなりません。その上、多くのセンサーが必要なため、単価
を抑えないと経済性がありません。現時点では、条件を満たせるシス
テムは存在していない可能性が高いです。

上述のモデルは、測定の場所や炭素量の記録について信頼性が要とな
ります。実際には、網羅的な炭素貯留モデルを構築するには、異なる精
度の様々なセンサーからのデータを融合させる必要があります（図３参
照）。

強熱減量（ignition	loss）といった熱燃焼法、元素分析、熱分解は土壌
炭素含有量分析の標準的な手法とされています。今までのデータがほと
んど同じ手法で分析されたため、過去との比較や時系列分析が可能であ
ることがメリットです。数グラム程度の乾燥土壌サンプルを高温で燃焼す
る時の質量変化や、放出される気体を分析することで、サンプルに含まれ
る元素を特定します。実際の精度は手法によりますが、熱燃焼法は基本
的にサンプルの乾燥質量の内、有機物、元素状炭素、また人工的に加え
られた炭素含有物質の割合を測定できます。容積密度の正確さは、熱燃
焼分析による広域の炭素含有量の推定を大きく左右します。

さらに、熱燃焼法はサンプル準備に手間がかかります。サンプルを燃やす
前に、まずは土壌の確保、分割、乾燥、そして均質化が必要です。そのた
め、熱燃焼法を行うには非常に時間がかかる上、専門家によるサンプル
準備が必要だということもあります。したがって、広域の土壌分析に展開
するには、サンプル準備の効率を現状より大幅に向上させなければなり
ません。斬新なオートメーション化を導入し時間とコストを全面的に減ら
すことが、熱燃焼法に基づく広域の土壌分析とモニタリングを経済的に
実現する唯一の方法だと思われます。

たとえオートメーション化をしても、熱燃焼法は高いサンプル準備能力が
必要なため、セントラルラボでの分析にしか適さないと思います。残念な
がら、土壌サンプルの採取と輸送に必要な労働力とコストは、現地での
測定のように、サンプル量が増えれば増えるほどサンプルあたりのコスト
が減るようにスケールしません。

光学センシングは、測定が迅速、堅牢、そして消耗品やメンテナンスが不
要で経済的などのメリットがあります。さらに、操作性の良い分光分析技
術により、現地に設置可能な測定用デバイスも作成可能です。光学分光
技術はすでに様々な業界で活躍しており、赤外線から可視光線までカバ
ーできる光学分光計はすでに販売されています。しかし、農業に展開する
にはまず現地作業に向いた、信頼性かつ耐久性の高い、そしてデータ再
現性を証明できるようカスタマイズした製品が必要です。

光学分光計が生成するスペクトルの解釈は大きな課題です。なぜなら、
炭素は元素状だけに存在するのではなく、様々な物質の中に存在し、様
々なスペクトルに現れます。土壌そのものにも均一性がなく、さらに湿度
や密度もデータを左右してしまいます。しかし、課題は機械学習やAIを活
用することで解決できます。理想的なワークフローは“シンプル”です：ま
ず大量の土壌サンプルを確保し、ラボで炭素含有量を測り、その実デー
タを使ってAIモデルをトレーニングし、各スペクトルに当てはまる炭素含
有量を推定できるモデルを作り出します。しかし、実現の過程では、いく
つかの障害を乗り越えなければいけません。

測定方法にかかわらず、採取されたサンプルの炭素含有量から広域の含
有量を概算するには、容積密度の見積もりが必要です。つまり、容積密度
の測定精度が、広域炭素含有量の推測に影響します。容積密度を推定
する方法はいくつかありますが、既知の体積の土壌を直接測ることがも
っとも確実です。しかし、直接測定するには大量の土壌サンプルが必要
で、サンプル準備が複雑になってしまいます。たとえ同じ農場でも、土壌
構成が場所によって大きく変わる上、様々な要素により計算が変化する
ため、ほんの少しの誤差でも広域の炭素含有量推定を大きく左右してし
まいます。

“容積密度の測定は広域での炭素含有量推測を
高精度に行うために必要不可欠です。”

ネットゼロに向けて 農業はCO2回収に準備できているか？
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4.2 サンプリング 

必要なサンプル量は、求められた精度、測定機材の誤差、そして土壌含有
炭素の実際の変化によって変わります。

土壌含有炭素量は時期（例：生育期）、場所（図４参照）、そして深さによ
って変化します。全ての要素が測定の精度を影響し、必要なサンプル量
を決めるには、誤差の最大要因を突き止める必要があります。ラボでの
高精度の熱分解法でさえ、サンプル不足が原因で広域での炭素含有量推
定で誤った計算をしてしまう可能性があるため、制度や誤差の許容範囲
は慎重に検討しなければなりません。

測定に誤差がなければ、また炭素含有量が場所によって変化しなけれ
ば、一回の測定で広域の炭素含有量を推定できます。しかし、現実にはそ
うはいきません：

	� 必要なサンプル数と、サンプル採取地点はどのように決められます
か？

	� 同じ農地内での含有量の差異は、代表的な推定含有量を判断するた
めに必要な最小サンプル量を決めます。

	� 含有量推定モデルの理解が深まるほど、必要なサンプル量が減り、測
定精度が重視されます。推定モデルが確立されていない場合、サンプ
ル量がより重視されます。

	� サンプル量を増やせば増やすほど精度が向上しますが、サンプル量の
増加にはコストの上昇が伴い、また精度向上には限界もあります。

	� 炭素の分布と長時間変化を表す推定モデルにより、センサーの選択
や全体システムの構築方法が決定されます。

サンプル量は将来的に変わることもあります。例えば、初期には大量の高
精度データが必要なことが多くありますが、含有量推定モデルを生成し
重点エリアを突き止めれば、必要最小限にサンプル数を抑えることや、セ
ンサー精度を下げてコストを抑えることができます。収量変化や過去の
測定データを推定モデルに組み込めれば、必要なサンプル数あるいは代
表的なサンプル採取地点が効率的に特定できます。

4.3 データの解釈

整理されたデータセットを基に様々な機械学習アルゴリズムを試せば、
現地での測定データをラボで分析し正確な見積もりができるのは当然
です。問題は、機械学習を用いた予測ツールは未知のものに対応でき
ないことです。例えば、AIモデルに動物を識別させるようトレーニング
をしても、データセットに含まれていない未知の動物を見せたり、逆さ
まなど予想外の状況に置かれている動物を見せれば、誤った解釈をし
てしまいます。

ここがデータサイエンスの「サイエンス」の出番です。例えば、イギリスの
土地データでトレーニングされたAIモデルは、アメリカの農場にも適用で
きるのでしょうか？もしくは、オーストラリアの乾燥した土地の方が合う
のでしょうか？

炭素含有率測定に上手く機械学習を取り入れるには、現在のブレークス
ルーを新しい環境で徐々に試していき、フィードバックを繰り返しながら
慎重にスケールアップしていかなければなりません。つまり、初期から過
去の土壌情報、ラボ測定データや、最新の現地測定データなど幅広いソ
ースからのデータを集めることが重要です。

図５：緑色の線は全てのデータポイントを過剰に取り入れている「過学習」の例を示す。
実際の基礎となるモデルは黒い線です。

図４：異なる地点での収穫量の差異を示す収量地図。

ネットゼロに向けて 農業はCO2回収に準備できているか？
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5 まとめ – 最適な測定地点
前章では、炭素含有率の概算にはサンプル採取地点の決定が重要であ
ることを説明しました。身近な例を挙げると、統計調査を行うには、ただ
電話帳に載せられている番号をランダムに選び、電話をかけるだけでは
十分ではありません。なぜなら、このような選択方法は、電話を持ってい
て、特定の時間帯に家に居る人のみに偏った調査になってしまいます。同
様に、農場には炭素含有量が劇的に高い場所や低い場所があるため、炭
素含有量の測定地点は全体の含有量推定を大きく左右します。

測定地点を決めるには、過去の炭素含有量測定のデータや長時間変化
データを取り入れたモデルの活用が理想的です。変化が一番起こり得る
場所を特定することで、時間とコストを最適化できます。

5 .1 農地のデジタルツイン？

デジタルツインとは、大量のセンサーデータと既存のデータを使用し、
詳細な産業システムのシミュレーションモデルです。実在する産業システ
ムのデータを取り入れるため、状況を常に把握できる上、様々なシナリオ
に基づいたシミュレーションも簡単にできます。このような仮想モデルは
詳細かつ精密なシミュレーションに基づき設計されますが、土壌の複雑
さ、例えば細菌や線虫、ミミズなどの多様な生態系の連動をモデルに取
り入れることは非常に困難です。

しかし、全ての情報をモデルに取り入れる必要はなく、必要十分な情報
を取り入れれば良いのです。実際、精密農業により「必要十分」な情報が
集まっている場所は既にあります。窒素、灌漑、害虫駆除などの分野では
現地での測定と遠隔センシングのデータを融合した方法を既に活用して
いますので、炭素にも同じアプローチが応用可能だと思います。

実際に、農場に追加されたもとその管理方法について監査し炭素含有量
を推定する「ハンズオフ」なアプローチに取り組んでいる地域がありま
す。このアプローチは実験や試験によって裏付けられていますが、正確
かつ信頼できるデータが非常に重要です。データは、認証機関による確
認され、アーカイブ、そしてモデルへの取り入れなど幾多の過程を経てか
ら、時間の経過に伴う変化を示してくれます。現在、認証機関は政府及び
民間の投資により維持されています。

二つのモデルを作ることが有効です	–	何層かの地層をカバーする細部モ
デルと、ヘクタール単位のエリアをカバーする広域モデル。遠隔センシン
グや作物データを随時取り入れ二つのモデルをアップデートしていけば、
土壌炭素含有量を正確に推定できます。もちろん、時間経過と共にモデ
ルの精度が下がることもありますが、現地での測定データによりモデル
を補正すれば、精度は維持できます。また、定期的な補正によりモデルの
精度をさらに上げる知見を得ることもできます。

土壌モデルはセンサーデータから容積密度を計算し、湿度や他要素の影
響を補正した上で、炭素含有率を推定できます。

モデルフィールドはサンプリングに入力され、どこで測定するかをアドバ
イスし、より正確なkg炭素/ヘクタールの推定を可能にします。

精度が最も高い測定方法は、熱分解法と光学分光法です。それぞれ長短
があり、個々のプロジェクトに最適な測定方法は地形、過去データの有
無、必要な精度で判断します。熱分解法には高い精度と、長く使われて
いるため同じ測定方法での大量の過去データがあるという利点がありま
すが、その反面、現地での測定データはラボに輸送しての分析が必要な
ため、結果が出るまでの時間が長いという欠点があります。

過去データが揃っている場所や土壌の種類は、同じ測定方法を使い続け
れば時系列分析がしやすいため、長く使われてきた熱分解法が多く活用
されるのです。

しかし、いくつかの地形においては、サンプル処理と測定に手間がかかる
熱分析法は広域調査に不向きです。そのため、過去データが少ない、も
しくは迅速に大量のデータが必要な場合、安価で素早い測定方法が必
要ですが、光学分光法もしくは熱分解法と光学分光法を組み合わせたソ
リューションが適しています。二つの測定方法の原理はかなり違います
が、上述のようなモデル生成の手順により科学的に関連付け解釈するこ
とができます。

	

“窒素、灌漑、と害虫駆除などの分野では現地での測定と遠隔センシングのデータを融合した測定方
法を既に活用しています。炭素にも同じアプローチが応用可能だと思います。”	

ネットゼロに向けて 農業はCO2回収に準備できているか？
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執筆者

サイモン　ジョーダン
産業＆コンシューマ事業本部　産業用センサーG　グループリーダー

ナビゲーションシステム、石油・ガス産業、農業、及び量子センサーを跨
ぐ幅広い経験を持ち、商業的及び技術的要件を配慮した革新的なセンサ
ーソリューションの開発を従事しています。

協力者

ノガ　セラ 
シニアエンジニア

アリステア　マクネイア 
シニアケミスト

6  結論
炭素市場に最も重要なのは信頼の連鎖です。オフセットクレジットの購
入者にとって、購入したオフセットが実際に炭素回収・貯留されたこと
と、それが自然には起きなかったことを確信しないと市場は成り立ちませ
ん。信頼の連鎖を築き上げるために必要な技術は全て存在しますが、信
頼できる形で組み合わせるのはサイエンスと工学です。IoTや5G技術のよ
うな通信環境をを田舎にも整備することも重要ですが、炭素市場の各プ
レイヤーが使う異なる種類のセンサーや測定方法について共通の認証制
度を確立し、信頼を連鎖させていくことが何より重要です。

助成金の枠組みや優遇措置が変わっていき、土壌改善や生物多様性な
ど新しい指標が農家のバランスシートに取り入れられていますので、機
は熟しています新しい指標への取り組みには、測定にまつわる共通の課
題があり、同じ解決策が有効に機能します。大小両方の規模での土壌測
定を同時に進めるアプローチが最も有効だと思われますが、公平性及
び透明性に配慮しながら、不正を防ぎ、オフセットの売り手（農家）と買
い手両方ともに利益をもたらさないと、システム全体が成り立ちません。
つまり、迅速、正確、かつ認証機関や規制機関に監督される分散型の炭
素含有量測定体制が必要です。コマは全て揃っています。後は進めるだ
けです。

ネットゼロに向けて 農業はCO2回収に準備できているか？
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ケンブリッジコンサルタンツについて
ケンブリッジコンサルタンツは、優秀な人材、効率的かつ効果的なビジ
ネスプロセス、ワールドクラスの設備、豊富な実績を誇っています。これ
らを組み合わせることで、革新的な製品やサービスの開発と豊富な知見
による技術コンサルティングが可能となります。世界中のお客様と協業
し、目まぐるしく変化するテクノロジーがビジネスへ与える影響に対応で
きるよう、お客様を支援しています。

現状に甘んずることなく、ビジネスの知見とエンジニアリングにおける豊
富な知識と経験を駆使し、お客様のために真の価値を創造することに誇
りを持っています。また大手グローバル企業から熱意溢れるスタートアッ
プ企業まで、多様なお客様へサービスを提供しています。

ケンブリッジ（英国）、ボストン、サンフランシスコ、シアトル（米国）、シ
ンガポール、東京に900名以上のスタッフを擁し、革新的なコンセプト創
造からローンチにいたるまで、必要なスキルは全て揃っています。多くの
プロジェクトではプロトタイプ（ハードウェア	/	ソフトウェア）や生産バ
ッチを提供し、同様に、技術戦略コンサルタントが、製品のポートフォリ
オと技術の最適化を支援し、プロジェクト後のロードマップ、新たな展
望、運用の改善など、長期的なサポートを提供します。

ケンブリッジコンサルタンツは、イノベーションにおいて世界を牽引す
るキャップジェミニ・グループの一員です。www.capgemini.com 

弊社サービスに関するご意見・ご質問は、以下までお気軽に	
お問合せください。		
infojp@cambridgeconsultants.com
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