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近年、
IoT (Internet of Things:物のインターネット)という言葉で代表されるような、
新しい通信情報社会の到来が予想されている。IoTは、
CPS (Cyber-Physical Systems)、
M2M (Machine to
Machine)や、
センサーネット、
アンビエント
・エレクトロニクス、
IoE (Internet of Everything) というような概念とニュアンスや範囲が微妙に異なるものの、
多くの物にエレクトロニクスが搭載され、
スマー
ト化されてゆくことを指向している点では一致している。
それらのサービス・プラットフォームを使って、
IT技術がより日常のリアルな生活に密着した形で、
社会課題を解いたり、
産業に貢献したりしなが
ら、
より安全、
安心で豊かな人々の暮らしを支えるような社会の実現が望まれている。
このようなIoT技術に関して、
通信、
ソフトウェア、
サービスあるいはビッグデータから論じた書物などはあるが、
その根底を支えるハードウェアのキーコンポーネントや電子デバイス・材料の視点から
まとめた成書はほとんどない。一方、
2030年には1兆個を超えるノードがIoTでつながり、
新しいサービスに利用されていることが期待されており、
IoTは巨大なハードウェア市場としても魅力的と考え
られている。
このような状況を鑑みて、
IoTとデバイスや材料技術との関係に関してまとめたのが本書である。
今までのように仮想空間のデータだけが対象なのではなく、
より物理世界とのインターフェイスが重要になってくるという意味で、
本書ではセンサーネットに多くの紙面が割かれているが、
より大きな
全体像に関してもカバーされている。高信頼で高性能なハードウェア技術や材料技術が得意といわれる日本が、
IoTを支えるハードウェア技術を供給し、
より良い世界を築いてゆく一助となれば幸
いである。
（はじめにより）
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