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序
我 が 国 機 械 工 業 に お け る 技 術 開 発 は 、戦 後 、既 存 技 術 の 改 良 改 善 に 注 力 す る
こ と か ら 始 ま り 、や が て 独 自 の 技 術・製 品 開 発 へ と 進 化 し 、近 年 で は 、科 学 分
野にも多大な実績をあげるまでになってきております。
し か し な が ら 世 界 的 な メ ガ コ ン ペ テ ィ シ ョ ン の 進 展 に 伴 い 、中 国 を 始 め と す
る ア ジ ア 近 隣 諸 国 の 工 業 化 の 進 展 と 技 術 レ ベ ル の 向 上 、さ ら に は ロ シ ア 、イ ン
ド な ど Ｂ Ｒ Ｉ Ｃ ｓ 諸 国 の 追 い 上 げ が め ざ ま し い 中 で 、我 が 国 機 械 工 業 は 生 産 拠
点 の 海 外 移 転 に よ る 空 洞 化 問 題 が 進 み 、技 術・も の づ く り 立 国 を 標 榜 す る 我 が
国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。
こ れ ら の 国 内 外 の 動 向 に 起 因 す る 諸 課 題 に 加 え 、環 境 問 題 、少 子 高 齢 化 社 会
対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、
従 来 に も 増 し て ま す ま す 技 術 開 発 に 対 す る 期 待 は 高 ま っ て お り 、機 械 業 界 を あ
げて取り組む必要に迫られております。
こ れ か ら の グ ロ ー バ ル な 技 術 開 発 競 争 の 中 で 、我 が 国 が 勝 ち 残 っ て ゆ く た め
に は こ の 力 を さ ら に 発 展 さ せ て 、新 し い コ ン セ プ ト の 提 唱 や ブ レ ー ク ス ル ー に
つ な が る 独 創 的 な 成 果 を 挙 げ 、世 界 を リ ー ド す る 技 術 大 国 を 目 指 し て ゆ く 必 要
が あ り ま す 。幸 い 機 械 工 業 の 各 企 業 に お け る 研 究 開 発 、技 術 開 発 に か け る 意 気
込 み に か げ り は な く 、方 向 を 見 極 め 、ね ら い を 定 め た 開 発 に よ り 、今 後 大 き な
成果につながるものと確信いたしております。
こ う し た 背 景 に 鑑 み 、当 会 で は 機 械 工 業 に 係 わ る 技 術 開 発 動 向 等 の 補 助 事 業
のテーマの一つとして財団法人 国際情報化協力センターに「アジアにおける
組 み 込 み ソ フ ト ウ ェ ア に 関 す る 産 業 振 興 及 び 人 材 育 成 の 動 向 調 査 」を 調 査 委 託
い た し ま し た 。本 報 告 書 は 、こ の 研 究 成 果 で あ り 、関 係 各 位 の ご 参 考 に 寄 与 す
れば幸甚です。
平成２０年３月
社団法人
会

日本機械工業連合会
長

金

井

務

はじめに
我が国の機械産業にとって、アジアは、マーケットとして、生産拠点として、また、
ビジネスアウトソーシング先としてその重要性が年々高まってきております。アジアは
その経済的成長率の高さ、人口増加に起因する購買力の裾野の広がり等から高い潜在力
を有しており、我が国機械産業の持続的発展のためには、アジア各国と連携を図ること
が不可欠となっております。
とりわけ、自動車、ロボット等産業用機器、携帯電話等電子機器、情報家電の幅広い
産業で、重要な機能を実現している組み込みソフトウェアにおける連携は、生産におけ
る国際分業において、重要性がますます高くなっています。近年、アジアの中でもチャ
イナ+ワンで関心が高いインド、タイ、ベトナムはこの分野での振興に積極的に取り込ん
できています。我が国にとって、国際競争が激化するなかこれら国々とのインフラ整備
や人材育成等含めた協力が重要となってきています。
また近年、機器に求められる機能の増大や高信頼性確保により、組み込みソフトウェ
アの開発が大規模化、複雑化してきており、それに対応するソフトウェア開発人材の不
足が大きな課題となっており、そうした人材をアジアの国々に求める動きも活発化して
きています。アジアの国々でも、組み込みソフトウェア分野は、期待される有望産業と
して、産業振興や人材の育成に力を入れ始めている。この様な状況の中で、短期的には、
人材受給関係で、中長期的には競争関係へと、展開していくことが予想される。このた
め、アジアの国々における組み込みソフトウェアに関する現状の取り組みについて、充
分把握しておくことが必要である。
このような実情に鑑み、財団法人国際情報化協力センター(略称 CICC)では、社団法人
日本機械工業連合会より｢アジアにおける組み込みソフトウェアに関する産業振興及び
人材育成の動向調査｣事業を受託し、「日本のオフショア組み込みソフトウェア開発企業の
調査」及び「インド、タイ、ベトナムのオフショア開発調査」を行いました。
本報告書は、我が国産業界がもつ優れた情報技術や情報システムのアジア展開に関する企
画立案や、我が国 IT 産業界のアジアへの事業展開戦略立案の基礎資料となるよう、調査研

究の結果を取り纏めたものであります。関係方面の皆様方に利用され、お役に立ちますよ
う願う次第であります。

平成２０年３月

財団法人 国際情報化協力センター
理事長

古川

一夫
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第１章

日本のオフショア組込みソフトウェア開発企業の課題

１．１

組込みソフトウェア開発の現状

日本の製造業における組込みソフトウェアを取り巻く状況には、3 つの大きな特徴がある。
1 つ目は、自動車、携帯電話、情報家電業界を中心に、ソフトウェアの重要性が飛躍的に高
まっていること。これらの業界では、製品のネットワーク化、高機能化が進み、開発費全
体に占める組込みソフトウェアの割合も 50～80％にのぼっている。2 つ目は、組み込みソ
フトウェア開発規模の拡大である。とくに、ここ 3～5 年の間にソフトウェア開発規模は 5
～10 倍の数百万行レベルに達し、今後もますます増加する傾向にある(例えば、2006 年 9
月に発表された｢レクサス｣のために開発されたソフトの規模は 700 万行に達するといわれ
ている)。ソフトの量が膨大になっているという意味では携帯電話端末も同様で、最近のよ
うに様々な機能が盛り込まれると、
第３世代機では 1000 万ステップ以上になってきている。
そして 3 つ目は、組込みソフトウェアの開発規模が拡大しているにもかかわらず、ICT 人
材の不足が進んでいること、さらに開発期間の短縮化がこれに拍車をかけている。これが
オフショア開発を拡大している要因の一つになっている。
１．２

組込みソフトウェアオフショア開発状況

日系企業は、1990 年代以降安価良質な労働力を生かすため、生産拠点のアジアへのシフ
トを加速させたが、近年では知的人材の活用を目的にソフト開発や技術開発などのアジア
へのアウトソーシングを増やしてきている。現在、日本のソフトウェアのオフショア開発
の相手国としては中国が 79.2%と突出しており、中国に頼りすぎとの反省から、開発拠点
の分散化を多くの企業が検討している。ちなみに、2 位はインド(25%)、3 位はベトナム(17%)
である。
2007 年度の経済作業省の組み込みソフトウェア産業実態調査では、2007 年の海外オフシ
ョアが全体の地域別外部委託割合で 19%となり、アジアはその 77%を占めている。組み込
みソフトウェア開発でアジア各国の委託割合を見てみると、中国

39.6%、インド

16.5%、

東南アジア 11.5%、台湾 3.6%、韓国 2.2%で、組み込みにおいても中国が突出していること
が分かる。また、同じ調査によれば、海外委託先の理由のトップ 3 は、1 位開発費削減、2
位社内人材不足、3 位自社に技術がないためとなっている。外部委託先の選定基準では、1
位委託単価、2 位技術者のスキルの高さ、3 位会社・組織の技術力が挙げられているが、コ
スト削減が大きなウエイトを占めていることは明らかである。

i

また、中国へのオフショアに関しては、品質管理、情報セキュリティや知的財産権保護
への不安、技術力の高い人材の確保が課題となっており、中国以外の拠点に注目が向いて
いる企業がでてきている。
１．３

人材開発の現状と課題：
オフショア先での組み込みソフトウェア人材の獲得、育成状況

企業における ICT 人材が、全般的に不足している、総務省調査によると全体でおよそ 50
万人不足しているものと推計されている。このうち、特に高度 ICT 人材1が不足(約 35 万人)
しており、中でも、CIO やシステム企画等、マネージメント系の高度 ICT 人材の不足が 22.7
万人と著しい。経済産業省(平成 17 年６月)の「組込みソフトウェア産業実態調査」による
と、組込みソフト人材についても同様な傾向にあるが、さらに全般的に人材が不足してお
り、高度 ICT 人材、ブリッジ SE も不足していることが報告されている。このことは、組
込みソフトウェア（システム）は、あらゆる産業の競争力の源泉であり、とりわけ機械工
業における高度化・知識集約化を規定する最重要なファクターであるにもかかわらず、ソ
フトウェア開発・利用に携わる人材の質・量の不足が深刻化していることを示しており、
オフショア開発先での人優秀な材確保、育成が重要な課題となっている。
ベトナムでは、日本企業がハノイ工科大学と提携しソフト開発技術者育成コースを設置
し、技術者を派遣して講義も開講するなど、将来の開発拠点化を進める上での基盤づくり
を進めている。
タイでは、情報処理推進機構 IPA とタイ政府のソフトウェア産業推進機構 SIPA
（Software Industry Promotion Agency）とが組み込み分野における人材成について協力
協定を結び、日系企業が現地のソフトウェア技術者を採用しやすい環境を整備することを
狙った活動を進めている。
インドは、高いソフトウェア技術力を誇る大手 IT ベンダが組み込み系での事業拡大を求
め日本に展開している。
１．４

日本企業のオフショア開発状況

ICT 人材のうち、マネージメント系スキル及び技術系スキルが中級以上かつ少なくとも片方のスキルが
上級の人材を高度 ICT 人材と定義マネージメント系高度人材としては、CIO/CTO、システム企画/セール
スが、技術系高度人材としては、プロジェクトマネージャ、システム設計・開発（上級）があげられる（非
高度人材とは、システム設計・開発（中級）
、システム管理など）
「ICT 人材育成に関する調査」総務省,平
成 17 年度
1

ii

中国、インド、ベトナムとオフショア開発をしている日本企業にオフショア開発の現状
と課題について意見を伺った。
企業１：(総合エレクトロニクスメーカー)
現在、中国のリスクヘッジとしてベトナムに着目。ベトナム進出理由は、中国、インド
に比べ、低コスト、WTO 加盟したがまだ欧米組の浸透が進んでいない、HA(家電)系で工場
がありノウハウがあること、ハノイ工科大学等の優秀人材確保ができるとの判断から。今
後、ベトナム拠点を要素技術－組み込みソフトウェア商品化と一連の R&D 拠点としてい
きたい。
すでに同社ではシンガポール、マレーシア、タイに海外研究拠点を持っているが、ベト
ナムは組み込みソフトウェア拠点としたい意向。人材育成のためハノイ工科大学とも提携
し、ソフト開発技術者育成コースを設置し、技術者を派遣して講義も開講するなど、将来
の開発拠点化を進める上での基盤づくりを進めている。
企業２：(先端ディジタル分野の組み込みシステム開発の中堅会社)
中国のアウトソーシングで組み込み系のソフトウェア開発を行っている同社は、今後中
国以外のオフショア先ということでインド、ベトナムを検討中。組込みの難しいところは、
ハードで性能が出せない部分をソフトで性能を出すような“あわせこみ“の技術が必要と
なるところ。この調整にはツーカーの仲じゃないとできないということで、王とソース先
でそのような人材を確保できるか検討中。まずグループ会社から紹介を受けた実績がある
インド会社を現在評価中である。
企業３：(シリコンソリューション開発の中堅企業)
インドで組み込みソフトウェア開発を進めている同社は、インドの会社に社とソフトウ
ェアのオフショア開発を行っている。オフショアのきっかけは、米国の同社の親会社から
オフショア開発先として紹介を受けたことが始まり、当初は時間をかけて現地に赴き、上
流工程から品質管理まで徹底的に評価して同社に決めた。当初から幹部のコミットがあり、
かつ実績があったことで比較的スムーズにオフショア開発が展開できた。オフショア開発
を成功させるためには、コミュニケーションが重要で、とりわけ新規開発には優秀なブリ
ッジ SE の役割が大きい。また定期的なプロジェクト進捗会議でこまめに課題解決を図るこ
とが問題を早期発見させることで重要である。
企業４：(Linux 中心の組み込み機器開発支援を行う中堅会社)
数年同社で働いていたインド人がカルカッタで、組み込み系の会社を設立。社員数は現
在 20 名であるが、オフショアでソフトウェア開発を発注している。元従業員であったこと
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から、コミュニケーションは、言葉だけではなく、仕事の進め方といった企業文化にいた
るところまで理解があり、オフショア開発でも違和感なく開発を進められている。インド
人は、哲学や数学など論理的な抽象的な分野が得意。新しいソフトウェアレイヤーを論理
立てて提案したり、ストーリーをきちんと考えあげるのは得意。オフショアに出す分野は、
相手国にとって特徴が出せる部分を切り出すことが重要である。

第２章

インド、タイ、ベトナムのオフショア開発の現状と課題

２．１

インド

① IT 産業政策と組み込みソフトウェア産業の位置づけ
インドには、組み込みソフトウェアという産業カテゴリはまだ定義されていない。膨大
なソフトウェア開発の一種と捉えられている。大手のソフトウェア会社では、組み込みソ
フトウェア技術者はエンジニアリング部門の中に位置づけられており、組み込みソフトウ
ェアを括りだすという発想も今のところはない。組み込みソフトウェアに限定した産業育
成施策、活動というものはないため、インドのソフトウェア産業振興に向けた各種施策を
以下にまとめる。
1998 年、当時のヴァジパイ首相が IT をインドの国家的重要育成分野とする旨を表明し
て以来、一貫してソフトウェア産業育成を中軸に置きながら、政府のアクションプラン策
定、通信・IT 省新設、ソフトウェアパークの展開、IT 人材育成と以下に示す様々な施策を
実施してきた。
・ハードウェアや技術の輸入関税の撤廃
・コンピュータ・ソフトウェアの輸入関税の免税措置
・ソフトウェア輸出から得られる所得に係る所得税控除措置、98 年法改正により、オフシ
ョア・サービス、オンサイト・サービスとも、基本的に所得税が控除。
・自由貿易地域やソフトウェア・テクノロジー・パーク（STP）に進出した企業に対する所
得税免除（免除期間：2010 年まで）
・コンピュータ機器に対する減価償却率の引き上げ（年率 25%→最大 60%へ）
・コンピュータ輸入に対して貿易ライセンスの自由化
・ コンピュータ・ソフトウェアに対する物品税・サービス税の無税化
日本で 2000 年 IT-Japan として日本の IT 戦略が定められたように、インドでも 2000 年
インターネット時代の e-Commerce に向けた法整備の基本施策 Information Technology,
Act2000 が制定され、Information Technology Bill2000 として 2000 年 5 月にインドの国
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会で承認された。さらに、政府は「2008 年 IT ビジョン」を定め、IT 産業の更なる育成、
人材育成、雇用機会創出などに取り組んできた。このビジョンでは、2008 年までに世界一
の IT 先進国になることを目的に、具体的な数値目標を設定している。具体的には、「１．
2008 年までに IT 産業規模を 870 億米ドルに高める。そのうちソフト輸出額は 500 億ドル。
２．2008 年までにすべての中等学校およびカレッジ（単科大学）にネットインフラ設備を
整備。３．2008 年までに毎年 30 万人のエンジニアを輩出する。４．2008 年までに 700 万
人の雇用機会（ソフトウェア部門 220 万人、ハードウェア部門 480 万人）を創出する。５．
2008 までに IT 関連機器の普及目標数を達成する。」である。
② 組み込みソフトウェア産業振興及び人材育成の動向
インドは毎年 50 万人前後の工学系卒業者を輩出しているが、現在の IT 産業の需要に見
合ったレベルの技術者が必ずしも IT 産業に供給されていないという批判に対して、インド
政府は解決のため、
「IT 人材開発対策本部（Task Force on Human Resource Development
in Information Technology） 」を 2000 年に設立した。この本部が 2003 年 12 月に提出し
た、「インドにおける IT 人材開発に関する長期戦略提言書」において、問題は教育機関か
ら輩出されるエンジニアの数ではなく、これら教育機関で教授される内容の質が課題であ
ると指摘した。これを受け、第 11 次 5 ヵ年計画立案のための IT 作業部会は、
「ハードウェ
ア」部門と「組込みシステムと VLSI デザイン」部門に注目した提言を行った。「組込みシ
ステムと VLSI デザイン」部門に関しては、産学連携で高度な研究･開発活動を行うセンタ･
オブ･エクセレンス（CoE） を設立させるべきだとしている。また人材開発に関し、全体で
300 億ルピーが 2012 年までに必要であると試算している。
組込みソフトウェアに特化したスキル基準は、
2008 年 1 月現在、インドには存在しない。
組込み関連のスキル標準に関しては、インドはまだ何も手をつけていないが、NASSCOM
は積極的に IT 人材の需給状況、ニーズなどの調査を始めている。
③ 組み込みソフトウェアに関するアウトソーシングの現状と問題点
インド企業に聞くと、日本企業とのオフショア開発で重要なのは、コミュニケーション
力、単に言語ができるということではなく、仕事の進め方等の背景にある文化的な相互理
解が重要であると異口同音に強調する。特に新しいプロジェクトでは、コミュニケーショ
ン不足から、お互いの期待値が一致せず、問題を多発する傾向にあるとし、密な打ち合わ
せを重ね、ユーザ要件の明確化に尽力すると語った。また進め方が不案内な日本企業に対
してはインド会社から、標準化されたプロジェクト管理方法を提案し、相互に理解したう
えでプロジェクトを進めているとのこと。一般に、欧米企業に比べると、日本の企業はオ
フショア開発の経験が不足しているとの印象を持っている。日本流の細分化されたプロジ
ェクト管理手法は、オーバヘッドがかかりオフショア開発では必ずしも適していないと指
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摘している。
インドにおける組み込みソフトウェアへのアウトソーシングの実態についてある程度分
析が可能な資料は、日本の経済産業省が行った『2007 年版組込み産業実態調査･海外調査』
しかない。この調査によると、インド側企業が組込みソフトウェア開発を受託する際に課
題として認識しているのは、「品質管理が難しい」、「仕様や計画の変更が多い」、
「開発工数
管理が難しい」という点が主なものである。
インド政府は組込みシステムおよび VLSI デザインを重視し、人材育成政策を取ってはい
るが、日々進展する技術スピードに常に見合った教育カリキュラムを提供するには、民間
企業との提携が欠かせない。この分野でインド側の教育機関に対し積極的に協力を行って
いるのは、米系大手半導体関連企業である。自社における人材確保という、各社の将来的
利益につながる目的があるにせよ、これら米系大手企業の協力はインドにおける同産業の
人材育成の要となろう。この分野において、日本の協力に関する実例は、今次調査におけ
る調査からは見当たらなかった。ただし、米系大手企業が行っている人材育成分野の協力
は、各社の中・長期的利益に基づいて行われているわけであり、日本の関連各社が米系企
業と同じ考え方でインドの人材育成に協力するのが、日本企業にとって有益か否かは、日
本企業各社が今後分析を行い判断する必要がある。
２．２

タイ

① IT 産業政策と組み込みソフトウェア産業の位置づけ
タイの組み込みの政策に関連する政府機関は、国家電子・コンピュータ技術センタ
NECTEC、ソフトウェア産業振興機構 SIPA、工業省工業振興局(裾野開発本部)BSID。
NECTEC は、産業界の新たな課題研究を推進する機関で、組み込み系の研究も NECTEC
ではじめた。組み込み系のソフトウェア分野は、具体的政策実行のため SIPA に移管されて
いる。SIPA では、マーケティング、プロモーション、研修、開発センタについて各施策を
推進中。現在、技術者の育成と認定制度に注力しており、日本の情報処理推進機構(IPA)と
SIPA との間で、組み込み技術者の育成支援に合意し、日本の組み込み技術標準 ETSS のタ
イへの定着化を進めている。昨年実施実績した ETSS 試験では、400 名受験し、109 名が合
格した。また欧米の評価基準 IEEE との整合性も研究中で一部追加することで解決できる
見通しを得ている。工業所配下の BSID は、組み込みシステム事業を電子産業分野の重要
産業と位置づけ、組み込みシステムの利用拡大のための課題研究を NECTEC と行っている。
重要分野として FA(Factory Automation)、農業エレクトロニクス、ITS(Intelligent Traffic
System)を取り上げ、組み込み系の適用とこれに基づく技術要件を研究している。
組み込みシステム開発企業振興策として、利益高に係らず 8 年間所得税免税処置をとっ
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ている。但し、能力成熟度モデル CMMI(Capability Maturity Model Integration)、品質マ
ネージメントシステム ISO9001 あるいは環境マネージメントシステム ISO14001、タイ独
自の品質管理標準で ISO の簡易版 VSE 等の資格を 5 年以内に獲得することが義務つけられ
る。
② 組み込みソフトウェア産業振興及び人材育成の動向
先に述べたように、日本とタイは人材育成でパートナシップを結び技術標準 ETSS の定
着を進めている。具体的には、タイでは情報処理推進機構（IPA）とタイのソフトウェア産
業振興機構 SIPA とが，組み込み分野における人材成について協力協定を結び、タイにおけ
る組み込み分野の人材育成と講師育成を推進し、現地に進出している日系企業が現地のソ
フトウェア技術者を採用しやすい環境を整備することを狙った活動を進めている。
組み込み技術者研修については、上記の SIPA の活動とは別に、泰日経済技術振興協会
TPA(Technology Promotion Association Thailand-Japan)で進めている組み込みシステム
技 術 者 研 修 プ ロ ジ ェ ク ト (ESTATE ： Embedded System Training Alliance for Thai
Engineers)がある。これは、TPA、タイ国エンベディッドシステム協会（TESA：Thai
Embedded Systems Association）、JETRO、AOTS との共同プロジェクトで、毎年 15 名
程度日本企業に 1 年間派遣し、OJT で実務を学ばせるプロジェクトである。派遣前半年間、
日本語検定 3 級レベルを目標に日本語教育を行っている。実務経験をすることで中堅技術
者のスキルアップで実績を上げており、研修生の日本系企業への就職も、いく例か見られ
る。TPA としては、現在の 15 名を 50 名程度まで派遣枠を広げたいが、日本企業への PR
が不足しているため拡大が進まないのが悩みとのこと。
③ 組み込みソフトウェアに関するアウトソーシングの現状と問題点
日本とのオフショア開発では、まずコミュニケーション力、特に仕事の進め方等の言葉
を超えたバックグラウンドに対する相互理解が重要と強調していた。急激な事業拡大にタ
イ側での企業間連携が不足しており、事業拡大ができていない会社が多い。また、組み込
み開発は、ハード依存が高く、日本への派遣が多くなりコスト高となりがちであるとの指
摘があった。プロジェクトの進め方も欧米企業との経験からみると、日本はオフショア開
発の経験不足気味で、欧米企業の工程の進めかた、またベースとなるドキュメント化能力(技
術)等を参考にすべきではとの意見も聞かれた。
２．３

ベトナム

① IT 産業政策と組み込みソフトウェア産業の位置づけ
ベトナムには、組み込み産業に絞った政策・振興策は今のところない。ベトナム政府は、
IT 産業全般（ハード、ソフト、組み込み）の税制優遇政策を施行している。この政策では、
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昨年法改正があり、最初の 2 年間の免税と、3-4 年目の売り上げに対する減税措置が IT 企
業に優遇される。ベトナムソフトウェア協会 VINASA の会員はソフトウェアとテレコム関
係が中心で 150 社であるが、現在ベトナムの IT 企業は 1,000 社、ソフトウェア関連企業は
750 社と推定されている。これまでは VINASA はソフトウェアプリケーション開発に注力
していたが、今年から組み込み開発にも注力する、セミナ、ビジネスマッチング、研修等
を強化していく計画。
② 組み込みソフトウェア産業振興及び人材育成の動向
ベトナム全体としては 2015 年にソフトウェア技術者 100 万人を目指している。そのため
IT 人材育成機関設立が相次いでいる。VINASA が大学の許可を申請中。今年末には許可が
下りる予定。VINASA 大は、VINASA 会員企業のファンドにより設立される。2006 年ベ
トナムソフトウェア第 1 位の FPT ソフトウェアが設立した FPT 大学に対抗する形となる
が、FPT 大は希望者の 30%しか入れないため、残りの 70%をターゲットに共存できると説
明していた。また、ホーチミン市を拠点とするベトナム第 2 位の TMC も TMC 大学設立を
計画中である。VINASA 大のカリキュラムは、IT（ITSS 等スキル標準も取り入れる）と語
学（英語と日本語）からなる。IT コースには組み込みの専門コースも含まれる予定。VINASA
大では、1 年目は 500 人、6-8 年目には 8000 人の卒業生数を目指す。現在、日本の拓殖大
学やベトナムの各大学と提携を結ぶ予定。また日本企業は、人材育成のためハノイ工科大
学とも提携し、ソフト開発技術者育成コースを設置し、技術者を派遣して講義も開講する
など、将来の開発拠点化を進める上での基盤づくりを進めている。
松下電器や東芝が組込みソフトの開発拠点をベトナムハノイに開設したり、Intel も自社
の開発センタをハノイに設立したりで、組み込み分野の人材獲得競争が激しくなっている
と現地の大手のソフトウェア会社が話をしていた。
③ 組み込みソフトウェアに関するアウトソーシングの現状と問題点
日本の企業は、実績がないと、なかなか受注に結びつかない。実績を作るには、まずプ
ロトタイプ等小さな開発を受託して実績を示したいが、その決断にも時間がかかる。小さ
い企業ではその時間を確保することは困難である。大手では、まずオンサイト要員として
受注先企業に派遣し、その要員が FPT に戻ってオフショア開発を継続するようなことで、
事業を獲得しているといった対策をしている。また、プロジェクトの推進上の課題として、
欧米企業に比べると管理オーバヘッドが大きいこと、日本側から提供される仕様書の完成
度が低いとの指摘があった。これらは、各国共通の指摘事項である。
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第３章

課題解決に向けて

３．１

課題１：コミュニケーション

各国の企業にとって、日本とオフショア開発する上での課題は、日本企業も理解してい
る「品質管理が難しい」、「仕様や計画の変更が多い」、「開発工数管理が難しい」という点
が共通して上げられている。しかし、それ以上に異口同音に彼らが主張していたのは、コ
ミュニケーション力の重要性であった。プロジェクトを進める上で、問題を解決していく
のは人間であり、オフショアのように習慣・文化が異なる人同士がお互いのことを理解し
た上でプロジェクトを進めないとなかなか成果が上がらないと主張している。言葉の壁は
大きいが、職場での仕事の進め方、問題発生時の対処の仕方といった価値観といった点で
の相互理解が重要である。逆に、コミュニケーションがきちんとできていれば、上記した
ような、テクニカルな問題も解決できるとしている。各国各社とも、最初のプロジェクト
は問題が発生しがちで、2 つ目以降はスムーズなプロジェクト遂行ができると語っていた。
国内のアウトソースでも同様であり、オフショア開発を成功させるためには、パートナと
の信頼性構築が重要であることは当然といえる。
日本企業もソフトウェア開発の委託を決める要素の一つに、その企業とコミュニケーシ
ョンがスムーズに取れることといっている。日本企業にとってオフショアリングを効果的
に進めるためには、後述する人材育成への協力も含め、コミュニケーションがスムーズに
取れるパートナ企業を見つけることが重要であると考える。

３．２

課題２：人材開発・育成

今回対象とした各国は、組み込み系技術者の育成を急務と考えており、各種育成機関の
設立、実施を進めている。人材育成は対象とする人材層を、ハイレベル、ミドルミドルレ
ベル、ベースの三段階に分けると、各段階に合った人材育成を進めていく必要がある。タ
イに例をとると、日本で言う社会人(実務経験者)、大学卒、高専卒に応じた組み込み系人材
開発プログラムを進めている。社会人向けには、日本での実務を学ばせる ESTATE プログ
ラムが実施されている。大学卒向けには、TESA と大学が連携して組み込み系専門のカリキ
ュラムが開発され専門教育が実施されている、この中には泰日工業大学 TNI 大も含まれて
いる。また、高専卒向けには、SIPA が IPA と推進している ESST の定着で組み込み技術者
の拡大を図っている。これら各レベルのプログラムには、日本の協力が重要な役割を果た
している。今回の調査からベトナム、インドでも同様に人材育成およびそれに直結する技
術向上に対する協力が望まれていると考えることができる。タイで進めているようなアジ
ア各国の IT スキル標準の相互認定、あるいは日本の標準をベースとした現地標準の策定、

ix

高度な人材育成プログラムにも、将来を見据えた戦略的観点から寄与していくことが必要
である。
人材育成分野の協力は、欧米各社が中・長期的利益に基づいて積極的に行っているが、
日本の関連各社が欧米企業と同じ考え方で人材育成に協力するのか、日本企業にとって有
益な方法で協力していくのかは、日本企業各社が今後分析を行い判断していく必要がある。

３．３

課題３：コミットメント

オフショア開発の成果を出すには時間がかかる。ある日本企業は、コスト削減でオフシ
ョア開発をするにしても、投資回収には最低 3 年はかかるといっている。また、オフショ
アを受ける会社にとっても、ハード/ソフト/人的リソースへの投資は必要で、相手会社にと
っても長期的な提携、事業の継続性が重要である。このような環境で、オフショア開発を
スピーディに成功させるには、相互の会社幹部の相互理解と継続的なコミットメントが重
要であると考える。別の日本企業の幹部は、オフショア企業評価のため 2 週間現地に乗り
込み、上流工程から品質管理まで徹底的に評価して同社に決めた。その後も継続して事業
を運営されており、相手企業化の信頼も厚く、オフショア開発が成功していると評価され
ている。

３．４

課題４：ベンチマーク

Computer Weekly 紙の調査によると、
「アウトソースしたプロジェクトの 25%は最初の 2
年間でだめになり、さらに別の 25%は 5 年間でだめになる。しかし、よく事前に準備され
たケースでは成功プロジェクトは 77%に上昇する。」と、オフショアを行う企業にとって事
前のベンチマークの重要性を示している。特にオフショア開発を委託する場合判断材料と
して一番重要なのは実績情報である。実績がしっかりしている企業の背景には、優れた技
術者と要望にあった技術基準があることが確認できる。ベンチマーク実施に当たり実績以
外に、どのような点を考慮すれば、新しいパートナとのオフショアを成功させられるかと
の質問に対し、TCS のマネジャは、以下のポイントをあげた。
・ ドキュメントの正確性、かつ依頼者ニーズが正確に反映されているか
・ 開発メソッドの有無
・ プロジェクト品質確保メソッドの有無
・ 依頼者ビジネスモデルの理解ができているか
・ 優秀な人材の有無
等である。
また、事業展開していく上では、下記に考慮すべきであるとした。特に、長期契約の中
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で、柔軟性がある Win-Win の関係を築くことが重要であると述べた。
・ 現在のサプライヤのサービスレベルにあったサービスの範囲で事業を開始する
・ コスト削減はパートナシップの継続で実現させる
・ 将来的にサービスレベルを広げていけるパートナシップ構築

３．５

各国の組み込みソフトウェア産業振興に関する日本協力の現状とニーズ

今回のヒアリングを通して得られた各国の状況と協力可能性について以下にまとめる。
インド
インド政府は組込みシステムおよび VLSI デザインを重視し、人材育成政策を取ってはい
るが、日々進展する技術スピードに常に見合った教育カリキュラムを提供するには、民間
企業との提携が欠かせない。この分野でインド側の教育機関に対し積極的に協力を行って
いるのは、米系大手半導体関連企業である。米系大手企業が行っている人材育成分野の協
力は、各社の中・長期的利益に基づいて行われているわけであり、日本の関連各社が米系
企業と同じ考え方でインドの人材育成に協力するのが、日本企業にとって有益か否かは、
日本企業各社が今後分析を行い判断することになるであろう。
タイ
組み込みシステム系事業ニーズは拡大してきているが、タイでは組み込みソフトウェア
に関わる人材がまだまだ少なく、学術機関、産業界と政府間でこの問題解決に向けた活発
な議論が進められている。より多くのマーケットが開拓されることで、組み込みソフトウ
ェア開発経験がキャリアパスとなり、それにより多くの人材の流動を促す必要がある。人
材育成に取り組む、タイ組み込みシステム協会 TESA は、アーキテクトと、デザイナーと
プログラマの３つの主要なカテゴリでより多くの人材を育成する計画を立てている。タイ
政府が必要としており且つ日本側が協力出来る分野を見つけることができれば、より良い
協力を進める一つの手となるだろう。
ベトナム
ベトナムのオフショア・アウトソーシング先としての強みは、労働コストの低さ、優秀
且つ勤勉な人材、低い離職率、日本文化の類似性等が挙げられる。一方、弱みとしては、
インフラの未整備、人材の不足（質と量の両面で不足、特に高度 IT 技術者や開発経験者が
不足）、外国語の能力の低さ、知的財産権保護の不十分さ、管理やマーケティング水準の
低さ等が挙げられる。ソフトウェア人材の需要に対して、供給が追いつかない状況にある
ことから、ソフトウェア人材の労働コストは急速に上昇しており、中国内陸部と比べての
優位性が薄れつつある。また、2006 年から 2010 年における IT 人材開発政策が設けられた
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が、その移行実施速度は非常に遅く、実際の要求に対し有効ではない。また、IT 人材の需
要とそれに対する育成システムとの差は今後もギャップがあり続ける。ベトナムでは、日
系企業がハノイ工科大学の冠講座提供などで人材育成を進めている。ベトナム政府が必要
としており且つ日本側が協力出来る分野を見つけることができれば、より良い協力を進め
る一つの手となるだろう。
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各論

１．調査研究項目・スケジュール
(1)

目的と背景
本調査は、アジア各国の、組み込みソフトウェア産業振興や人材育成の動向について

把握、整理することにより、アジア各国へのオフショアリングの可能性や、アジアにオフ
ショアすべき分野と国内で行うべき分野の在り方、ひいては、関連産業の国際競争力の維
持、強化のための施策検討に資することを目的とする 。組み込みシステムの適用領域の拡
大とグローバルな競争激化に伴い、日本から中国をはじめとしてアジア各国へシステム開
発のオフショアリングが活発化してきている。アジアの諸国でも産業育成かつ IT 技術振興
の一貫で、積極的にこの分野への振興を取り組もうとしている国々がある。中国に続くオ
フショア先として注目どの高いタイ、ベトナムと、欧米とのオフショア開発でソフトウェ
ア産業の発展著しいインドを対象に調査を行うこととした。
(2)

調査研究項目とスケジュール

(a)

調査項目
この調査にあたり想定した調査項目は、①各国の IT 産業政策と組み込みソフトウェア

産業の位置づけ、②各国の組み込みソフトウェア産業振興と人材育成、③各国の組み込み
ソフトウェアに関するオフショアリングの現状と問題点、④各国の組み込みソフトウェア
産業振興に関する日本協力の現状とニーズである。具体的質問項目を以下にまとめる。
①

各国の IT 産業政策と組み込みソフトウェア産業の位置づけ
組み込みソフトウェア産業育成施策・活動
組み込みソフトウェア産業の中で重要な事業カテゴリ分野
組み込みソフトウェア産業の事業規模

②

各国の組み込みソフトウェア産業振興と人材育成
組み込みソフトウェアに関する教育機関
人材育成の対象および狙い
人材育成事業の課題
スキル基準の有無

③

各国の組み込みソフトウェアに関するオフショアリングの現状と問題点
主たる発注元国/発注先国
オフショアリングの対象及び開発プロセス
課題(対発注元/受注元)
品質保証（最終的なアウトプットの中の組み込みソフトとして）

④

各国の組み込みソフトウェア産業振興に関する日本協力の現状とニーズ
組み込みソフトウェア産業を振興する上での課題

1

日本協力および期待
(b)

スケジュール

図表１

スケジュール
上半期

半期別・月別

下半期

20
年

19
年
/
4

項目

5

6

7

8

9

10

11

12

/
1

2

3

①各国におけるＩＴ産業政策と組み込
みソフトウエア産業の位置づけ
②各国における組み込みソフトウエア
産業振興及び人材育成の動向
③各国における組み込みソフトウエア
に関するアウトソーシングの現状と問
題点
④各国における組み込みソフトウエア
に関する日本との協力に関するニー
ズ、期待
⑤報告書作成・公表

(c)

調査研究体制

本調査研究は、社団法人日本機械工業連合会の委託を受けて、財団法人国際情報化協力
センターが、本分野にご関心が高い賛助会員にアドバイザとして協力いただきながら、当
初の目的を達成するべく調査研究を推進したものである。
図表２

調査研究体制
社団法人日本機械工業連合

委託

財団法人国際情報化協力センター
国際情報化研究所

アドバイザ

シンガポール事務所

2

(3)

オフショアリングの定義

オフショアリングの定義は、ジェトロ（2008）に順ずる。オフショアリングとは、サー
ビス業務の輸入（国外委託）を指し、第三者への業務委託か、あるいは海外自社拠点への
業務移管かでさらに分類される。前者はアウトソーシング型のオフショアリングと呼ばれ、
後者はインハウス型またはキャプティブ型のオフショアリングと呼ばれる（図表 3）。では、
アウトソーシング型のオフショアリングとキャプティブ型のオフショアリング両方を含め
て、オフショアリングと呼ぶ。
図表 3 オフショアリングに関する用語の整理
第三者
社内

国内

アウトソーシング型

アウトソーシング

オフショアリング

国内

インハウス型・キャプティブ型

シェアードサービス

オフショアリング

オンショア（国内）

オフショア（海外）
出典：ジェトロ（2008）

(4)

組み込みシステムの定義

「組込み」とは、ハードウェア（携帯電話、電化製品、自動車等）に搭載されたストレ
ージ（データやプログラムを記憶する装置）を使わず、それぞれの製品の機能を制御する
ために搭載されている半導体にプログラムを組み込んで回路を作動させる技術である。そ
のプログラムが書き込まれた、半導体上のコンピュータ1システムを「組込みシステム」、そ
「組込み」に関しては、組込み
れを動かすソフトウェアを「組込みソフトウェア」と呼ぶ2。
システム、組込みデザイン、組込みソフトウェアなどの単語が同じ意味に使用されたり、
定義が曖昧なまま使用されたりすることもあるが、本報告書では上記のとおりに「組込み
システム」と「組込みソフトウェア」を使い分けることとする。
組込みソフトウェアの歴史は IC（集積回路）の歴史と同じくらい長い3。様々な複雑な機
能を搭載した電気電子関連製品が開発されるようになり、その複雑な機能を制御するため
のより高度で複雑な「組込み」技術のニーズが高まり、関連技術者の不足も相まって、「組
1

ここで言うコンピュータとは「電気信号を高速に処理し、多様な計算を実行することができる装置」の
ことであり、いわゆるパソコンではない。
2 株式会社アクシス ウェブ ジャパンによる説明を分かりやすく記載。
（http://www.axisnet.co.jp/built-in-engineer/reason/about-built-in/）
3 http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/tech/docs/ct_s03600.jsp?p=000062（組み込みソフトの今と将来）

3

込み」に関する議論が頻繁に行われるようになった。しかし、半導体にはもともと半導体
が搭載される製品の動きを制御するための信号がプログラムされている。よって「組込み」
そのものが新しい概念の技術というわけではない。「組込み」をプログラムする複雑度が極
端に増しており、また複雑な組込みシステムとソフトウェアをプログラムできるエンジニ
アの需要が、様々な電気電子関連商品の複雑化に伴い高まっているので、昨今非常に注目
されるようになっているものであるといえる。
組込みソフトウェアは、かつては半導体の回路を動かすためのファームウェア4を指して
いたが、現在では OS5も半導体上のコンピュータ6に組み込まれるようになっており7、幅広
い分野で使用されるようになっている8。また、ソフトウェアだけでなくハードウェアも専
用のものを開発することが多く、そのハードウェアに対応したデバイスドライバを作る必
要もある。
これらを総合すると、「組込み」関連技術は大きく分けると下記の領域に分類することが
出来る。
図表 4 組込み技術領域大分類
①

半導体上の組込みシステム回路設計と開発

②

ハードウェアが機能するよう、組込みシステム（組み込まれたコンピュータ）
を動かすためのソフトウェア開発

③

ハードウェアデザイン/開発（製品開発）

出所：Attisse Pte Ltd 作成

日本では「組込みソフトウェア」開発というと、上記②を指すように明確に定義づけが
されつつある。2000 年代前半までは日本でも明確な区分は無かったが、2005 年、組込み技
術開発者育成のための指標とする技術レベルや単位を明確にするために、組込みスキル標
準「ETSS」が定められた9。ETSS で定められる組込み技術者の職種は下記のとおりだが、
これは、上記①（半導体上の組込みシステム回路設計）に該当する技術者は入っていない。

4

ハードウェアの基本的な制御を行なうために機器に組み込まれたソフトウェア。
コンピュータシステム全体を管理するソフトウェア。「基本ソフトウェア」とも呼ばれる。
6 脚注 1 と同様、ここで言うコンピュータとは「電気信号を高速に処理し、多様な計算を実行することが
できる装置」のことであり、いわゆるパソコンではない。
7 エンベッデド Linux、μITRON など
8 Tech 総研による組込みに関する説明より
（http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/tech/docs/ct_s03600.jsp?p=000062）
9 情報処理推進機構（IPA）
、ソフトウェア・エンジニアリング・センター（SEC）、 経済産業省によるプ
レスリリース、2005 年 5 月 23 日
5

4

図表 5 日本の組込みスキル標準（ETSS）によるキャリア基準
職種

内容

専門分野

プロダクト
マネージャ

製品開発に必要なプロジェクト体制の構
築、統括管理を実施し、開発製品の企画 組み込みシステム
を検討する

プロジェクト
マネージャ

プロジェクトの提案、立ち上げ、管理を
して成果物の品質、コスト、納期に責任 組み込みソフトウェア開発
を持つ

ドメインスペシャリ 特定技術について高度で専門的な知識や
組み込み関連技術
スト
技術を有し、技術的な中核の役割を担う
システム
アーキテクト

システムに対する要求仕様を分析し、シ 組み込みアプリケーション
ステムの枠組みとアーキテクチャを設計
組み込みプラットフォーム
する

ソフトウェア
エンジニア

サブシステムの仕様分析、設計、プログ 組み込みアプリケーション
ラミング、テストを実施する
組み込みプラットフォーム

ブリッジ
エンジニア

開発拠点間のコミュニケーションを円滑
組み込みシステム開発
に行い、拠点間のギャップを解消する

サポート
エンジニア

プロジェクト活動が円滑、効率的に行わ 組み込みシステム開発環境
れるよう各種の支援業務を実施する
開発プロセス

QA スペシャリスト

ソフトウェアの品質向上のため、戦略立
案と実施、品質要求の明確化や測定を行 組み込みソフトウェア開発
う

テストエンジニア

ソフトウェアテストの設計やテストツー
組み込みシステム開発
ル、手法の選択を行いテストを実施する

出所：IPA および＠ITNews
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第１章

第１章

日本の組込みソフトウェア状況と課題（オフショアリング）

１．１

サマリ

開発コストの削減、国内で不足している人材の確保、海外の高い技術力の活用という観
点から、組み込みソフトウェアを含めたソフトウェア開発のオフショアリングは拡大して
いる。本章では、オフショアリグの現状と課題として、オフショアリングの分野、対象国
の沿革を説明した後、ソフトウェア全般のオフショアリング対象国、組込み分野のオフシ
ョアリング対象国について、発注対象業務やオフショアリング開発の課題、今後の見通し
を述べる。その後、人材育成の現状と課題、個別ヒアリング結果を記述する。
１．１．１

オフショアリングの現状と課題

（１）オフショアリングの分野
IT 関連のオフショアリングは、米国において IT 技術者不足の解消、コスト低減を目的と
して始まり、インドの成功により世界的な規模となっている。日本においても同様な目的
で近隣諸国を対象として始まったが、近年大きく拡大し日本のソフトウェア企業にとって
必要不可欠な存在となってきた。とりわけ、中国という日本語が堪能で多量の優秀な技術
者を有する強力なパートナーの出現により大きく進展したが、インドや中国の成功例に刺
激を受けソフトウェア産業の育成、あるいはソフトウェアの開発委託などの産業育成を目
指す国が増加している。
対象とする分野は、IT 関連では、データ入力やデータベースの作成、顧客への技術サポ
ート、情報処理サービス、そしてソフトウェア開発などがある。第 1 のデータ入力・処理
は、インフラ環境に加え相対的に低い労働コストを強みにした分野で、第 2 の情報処理サ
ービスは、サービスの対象となる国の言語に堪能なことや業務知識が重要なファクターと
なっている。ここでは、ソフトウェア開発に焦点を当てたい。
ソフトウェア開発は、情報通信のインフラやインターネットなどのインフラ整備が必要
であるが、キーは最新のソフトウェア開発技術であり、業務コミュニケーションのための
言語である。この分野ではソフトウェア開発手法、品質管理、プロジェクトマネージメン
トなどの顧客に対応した技術が必要とされるため、当初は顧客先へのオンサイトによる開
発への参加から始まった。こういったソフトウェア技術者の技術習得や技術者の母国への
還流によるソフトウェア産業の設立、またインターネットなどの情報通信技術の進歩と普
及によって、より費用対効果の大きいオフショアリング開発へと移行して来た。ソフトウ
ェアにおけるオフショアリング開発は、既存ソフトウェアプロダクトのカスタマイズ、保
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守サポートやバージョンアップなどから取り組みが始まり、ついで比較的仕様が明確で変
更が少ないと思われるソフトウェアツール、組み込みソフトウェアとなり、次第に規模の
大きなアプリケーションパッケージ、個別受注ソフトウェアへと分野が拡大して来ている。
図表 6 IT 関連のオフショアリング分野
No
1

区分
データ入力・処理

2

情報処理サービス

3

ソフトウェア開発

主な分野
データ入力作業、CAD データ入力、データベース作成
カスタマーサポート、コールセンタ、業務受託(人事管理、販売管理
等)
ＡＳＰ、データセンタ運営
パッケージ、ミドルソフト､ツール等のソフト製品開発
組込みソフトウェの開発(ディジタル家電、携帯電話、産業機器等）
個別業務アプリケーション開発
コンバージョン、バージョンアップ、ソフト保守

（２）オフショアリング対象国の沿革
米国では、従来から技術力もあり文化的背景も共通点の多いアイルランド、イスラエル
そしてインドなどの技術者を継続して活用していた。IT 市場の拡大と共に、恒常的な IT 技
術者不足の解消とコスト低減の要求が強くなり、1980 年代より米国に在住するインドや中
国などの IT 関連の留学生やソフトウェア技術者を積極的に採用してオンサイトの形態で需
要に応えて来たが、海外からの IT 技術者の流入は増大し続け米国の IT 産業を支える大き
な力となっていった。インド人や中国人技術者は、豊かな創造力と高い技術、そしてビジ
ネスセンスを誇り、米国の IT 有力企業の設立者の一員や主要なポジションを得るようにな
ったが、こういった人材が母国に還流し、国内企業と連携してオフショアリングを進める
の原動力の一つとなった。
インドは、米国との 12 時間の時差をうまく活用し、当初のオンサイト方式が主体だった
アウトソーシングからオフショアリングへと転換していった。低賃金の労働力に加え、水
準の高い理工科系の豊富な人材、具体現象を抽象化・一般化する卓越した能力、高い英語
能力、先進国の嫌がるソフト開発の下流工程への積極的な取り組み、米国のシリコンバレ
ーで蓄積した最新知識・技術等々を強みに、米国からのオフショアリング受注に成功した。
とりわけ大きく発展する契機となったのは、1999 年の EU のユーロ通貨導入に伴うソフト
ウェアの変更作業やいわゆる 2000 年問題での積極的な取組みが大きな実績となった。
中国も同様な流れであるが日本向けを中心とした展開となっている。これは中国内のソ
フトウェア企業が日本向けのソフトウェア開発に積極に取り組んだこと、日本への留学帰
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国者や就業経験者を中核として日本語が堪能な IT 技術者が豊富に育成されたことが効果的
に融合した結果であると思われる。同時に、国家主導によるハイテクゾーンやソフトウェ
アパークの設置、ソフトウェア産業振興策、そして税金減免などのソフトウェア輸出奨励
策、IT 人材育成策などに負う所が多い。
①ソフトウェア全般のオフショアリング
（a）対象国
2008 年 2 月（独）情報処理推進機構が IT ベンダー218 社1を対象に行った、オフショアリ
ング動向に関する調査によると、オフショアリング開発の直接発注実績を持つ企業は、回
答企業（213 社）の 28%にあたる 62 社で、国内子会社、海外 IT 企業の日本法人を経由し
た海外法人への間接発注の実績を持つ企業は回答企業の 23%にあたる 50 社となった。また、
企業規模別での実績を見ると、従業員 1,000 名以上の企業では、69%の企業がオフショアリ
ング開発の実績を持ち、300～1,000 名規模の企業では 28%、100～300 名規模の企業では、
21%、100 名未満の企業は 14%と企業規模が大きい企業でオフショアリング開発の実績割合
が高い。
本調査によると、2006 年のオフショアリング開発金額の総額は 713 億円と、日本の情報
サービス産業全体の市場規模の 0.4%にとどまっているものの、2004 年比 35.5%と堅調に増
加している。オフショアリング開発相手先としては、金額ベースで中国が 485 億円で第１
位、全体の 68%を占める。続いてインドが 141 億円で第 2 位（全体の 19.8%）、第 3 位はフ
ィリピン（16 億円、全体の 22%）、第４位は韓国（15 億円、全体の 20%）、第５位はベトナ
ム（4.3 億円、全体の 6%）となった（図表 7）。ベトナムは未だ少ないけれども 2004 年対比
で 2 倍と急成長をとげ、相手先国として挙げた企業数では、中国、インドに続き第 3 位と
いう結果となっている（図表 8）。

1

調査対象は IT ベンダー1,096 社にアンケート調査を実施、うち 218 社が回答。
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図表 7 国別オフショアリング開発と取引額
EU諸国, 4億円, 0%

その他,
1,677億円, 2%

アメリカ・カナダ,
169億円, 0%

未掲載分
3,370億円, 5%

ベトナム, 430億円, 1%
韓国, 1,450億円, 2%
フィリピン,1,550億円, 2%
インド,14,093億円, 20%

中国
48,534億円
68%

出典：（独）情報処理推進機構（2008 年 2 月）のデータを元に CICC 作成
図表 8 オフショアリング開発相手国先
中国

82.3%

韓国

3.2%

インド

30.6%

ベトナム

12.9%

フィリピン
シンガポール

4.8%
1.6%

アメリカ・カナダ

3.2%

EU諸国

1.7%

無回答

1.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

出典：（独）情報処理推進機構（2008 年 2 月）のデータを元に CICC 作成
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また、大手日系 IT ベンダーのオフショアリング開発規模動向は以下の通り（図 9）。
（独）
情報処理推進機構の調査結果と同じく、中国が 7～9 割を占め、インド、フィリピン、ベト
ナムが続いている。
図表 9 大手日系 IT ベンダーオフショアリング開発規模動向（2006 年）
会社名

2006 発注予定 全 SI 事業へ占
*(2005 実績)
める割合:％

国別発注の割合: ％
中国

インド

その他

NEC

240 億円
（216 億円）

8

80

8

フィリピン(10)
ベトナム(2)

富士通

144 億円
（96 億円）

4～7

70～75

20～25

フィリピン(2-3)
ベトナム(1-2)

日立

130 億円
（113 億円）

公表せず

70

20

ベトナム(6)
韓国(4)

野村総研

100～120 億円
（100 億円）

11.0

90 以上

NTT データ

30 億円以上
（26 億円）

1.4

98

2%以下 ベトナム
(2%以下）

8

80

1

ベトナム(19)

日立ソフトウェ 25 億円
ア･エンジニア
（22 億円）
リング

公表せず 公表せず

日本ユニシス

19 億円
(11 億円)

1.7

85

5

ベトナム(10)

TIS

12 億円
（10 億円）

2.5

83

-

ベトナム(17)

-

-

-

7 社合計

700 億円
（594 億円）

出典：日経新聞（2006/10/23)より作成
この他、東芝ソリューション（株）（TSOL）の 2007 年度ベースの概数は以下の通り。
会社名

2007 年度実績

東芝ソリューショ
約 30 億円
ン（株）（TSOL）

全 SI 事業へ占
める割合:％

国別発注の割合: ％
中国

その他

90%
5%（金額） 東軟集団（従業員 1.3 万名）が主体。インド、
12％（工数） うち、同商用軟件事業部（1250 名）ベトナム
が TSOL 社専門部門

出典：東芝ソリューション（株）ヒアリング（2008 年 2 月 21 日）
（注：上記は TSOL のみのデータで（株）東芝とは異なる）
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（b）発注業務対象
発注対象業務は、オフショアリング開発相手国の技術水準に応じて異なっている。（独）
情報処理推進機構の調査によると、インドへの発注業務は、要件定義、基本設計、技術研
究開発、総合テスト等の上流工程や高度な技術が必要な業務の発注割合が、他国と比べて
高くなっている。一方、中国は詳細設計、プログラミング、単体テスト、結合テストの割
合が高く、ベトナムはプログラミング、単体テストが主体という状況である。
（c）今後の見通し
同調査の推計によると、今後の 2011 年のオフショアリング開発規模は 2,568 億円に拡大
する見込みで、オフショアリング開発に従事する海外 IT 人材数は現在の 1 万 6 千人から 5
万 9 千人に拡大すると推計される。
また今後、短期的な影響としては、オフショアリング開発の規模の拡大、国内で不足し
ている IT 人材を供給する役割、国内 IT 人材市場に対するコスト抑制圧力により国内 IT 人
材の上流工程へのシフトなどが挙げられる。中長期的な影響としては、国内市場における
海外 IT 人材の存在感拡張、オフショアリング開発の対象業務が上流工程を含めた広範囲な
工程に拡大することが予想されるため、オフショアリング開発の拡大（グローバル化）を
踏まえた IT 人材・ポートフォリオ戦略が重要になる。
②組み込み分野のオフショアリング対象国
2007 年 10 月経済産業省が、組み込み関連事業を行なっている企業 311 事業部門（293 社）
を対象に行った、組み込み分野のオフショアリング状況調査によると、外部委託している
企業が 78.5%で、外部委託先は国内大企業が 15.8%、国内中小企業が 78.4%、海外企業が 5.9%
となっている。海外地域別外部委託先を見ると、中国がもっとも多く 39.6%、インド 16.5%、
米国 12.9%、東南アジア 11.5%、欧州 7.2%、台湾 3.6%、東欧・ロシア 2.9%、韓国 2.2%、そ
の他海外 3.6%となっている（図表 9）。
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図表 9 海外地域別外部委託先
その他海外, 3.6%
韓国, 2.2%
東欧・ロシア, 2.9%
台湾, 3.6%
欧州, 7.2%
中国, 39.6%

東南アジア, 11.5%

米国, 12.9%
インド, 16.5%

出典：経済産業省（2007 年 10 月）

１．１．２

人材育成の現状と課題

企業における ICT 人材が、全般的に不足している、総務省調査によると全体でおよそ 50
万人不足しているものと推計されている。このうち、特に高度 ICT 人材2が不足(約 35 万人、
組み込み系に限ると 10 万人)しており、中でも、CIO やシステム企画等、マネージメント系
の高度 ICT 人材の不足が 22.7 万人と著しい。経済産業省(平成 17 年 6 月)の「組込みソフト
ウェア産業実態調査」によると、組込みソフト人材についても同様な傾向にあるが、さら
に全般的に人材が不足しており、高度 ICT 人材、ブリッジ SE も不足していることが報告さ
れている。このことは、組込みソフトウェア（システム）は、あらゆる産業の競争力の源
泉であり、とりわけ機械工業における高度化・知識集約化を規定する最重要なファクター
であるにもかかわらず、ソフトウェア開発・利用に携わる人材の質・量の不足が深刻化し
ていることを示しており、オフショア開発先での人優秀な材確保、育成が重要な課題とな
っている。ベトナムでは、日本企業がハノイ工科大学と提携しソフト開発技術者育成コー

2

ICT 人材のうち、マネージメント系スキル及び技術系スキルが中級以上かつ少なくとも片方のスキルが
上級の人材を高度 ICT 人材と定義マネージメント系高度人材としては、CIO/CTO、システム企画/セール
スが、技術系高度人材としては、プロジェクトマネージャ、システム設計・開発（上級）があげられる（非
高度人材とは、システム設計・開発（中級）、システム管理など）
「ICT 人材育成に関する調査」総務省,平
成 17 年度
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スを設置し、技術者を派遣して講義も開講するなど、将来の開発拠点化を進める上での基
盤づくりを進めている。タイでは、情報処理推進機構 IPA とタイ政府のソフトウェア産業
推進機構 SIPA（Software Industry Promotion Agency）とが組み込み分野における人材成につ
いて協力協定を結び、日系企業が現地のソフトウェア技術者を採用しやすい環境を整備す
ることを狙った活動を進めている。インドは、高いソフトウェア技術力を誇る大手 IT ベン
ダが組み込み系での事業拡大を求め日本に展開している。
１．２

A 社3

１．２．１

企業概要

車載情報機器､モバイル機器､ディジタル家電などの先端ディジタル機器に利用されるハ
ードウェアからソフトウェアまでをワンストップで開発する中堅会社。売り上げの 90%は
何らかの組込み系製品である。
１．２．２

アウトソーシングの現状と課題

現在は中国をメインに発注している。組込みは“すりあわせ”技術が必要なため、個人
の知識やノウハウが重要となる。現在、中国では 3 社へオフショアリングしており、ブリ
ッジ SE として 20 名程度、1 年単位で日本に来てもらい、その後現地でプロマネとして働い
てもらっている。
同社が海外にオフショアリング発注するため会社の条件は、「①日本法人があること、②
日本語ができるブリッジ SE を有すること、③ラボ契約はしない、④法律（税金）の対応が
できること、⑤同社ビジネスとの親和性があるか。」である。
今後の課題として、どのように切り分けて外に発注するかが課題である。中国のパート
ナーに定量的に仕事を流すことに苦労をした。組込みの難しいところは、“あわせこみ“の
技術が必要なところで、組込みの場合、ハードとソフトをどう切り分けるかをまず判断す
る必要がある。ハードで性能が出せない部分をソフトで性能を出すため、ハードに変更が
あるとソフトにも関わってくる。この”あわせこみ“の調整は、発注側およびアウトソー
シング先が業務に熟知していなければ難しいのが実情。1 人前にするのに 3 年程度かかるが、
ある程度能力がつくと独立してしまうのが課題である。業務分野については、現在カーナ
ビのみだが、今後は制御系まで拡大したいと考えている。
発注国については、引き続き中国がメインだが、インドやベトナムをスクヘッジとして
使うか検討中である。インドについては人材の流動状況や政府政策など調査が必要。そも
そも人件費が高すぎるのでコスト削減だけではオフショアの可能性が低いと考えている。
ベトナム人は向上心が旺盛であるが、人口が少ないし、応用がどの程度利くか懐疑的であ
3

2007/7/10(火)10-12 時にヒアリングを行った。
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る。また国の政策や税制とそれに対してどのような対応をとれるのかが不明。
１．２．３

人材育成の現状と課題

中国の場合、10 年以上いると永久雇用しなくてはいけない法律があり、一般的に 3-5 年
の雇用契約が多い。また技術者の離職率も高く、開発に必要な技術と経験をもった技術者
は比較的確保できやすい。新卒の確保には、大学に企業の冠講座を作るなどして、実学教
育を行うのが効果的だろう。なお、中国の場合、優秀な人材の希望する順は、①米外資系
企業、②日本企業、③現地企業である。また現地企業でも、現地の市場をきちんと持って
いる企業には技術力が高いよい人材が集まっている傾向がある。
１．３

B 社4

１．３．１

企業概要

Linux 開発・構築・販売を中心に組み込み機器の開発支援を行っている中堅会社。組み込
みの事業が全体の 8 割で、携帯電話、情報端末(データロガー)などが主要製品。開発には、
9 割がた OSS を使っている。OSS の利点はすぐに活用できるところ。
なお、組込みの潮流として、従来型組込み 1.0 から組込み 2.0 で大きな断層があったと同
社は語っている。同社の開発も現在は 2.0 に移行している。
図表 10 組み込み開発における断層
従来型組込み 1.0

組込み 2.0

断層

（7-8 年前から）
白物家電、炊飯器、冷蔵庫

携帯電話

16bit

32bit

安くて単発の機能

ノートパソコンの機能あり

i-Tron ver3
１．３．２

i-Tron ver5, toppers

Linux, Windows CE

アウトソーシングの現状と課題

オフショアリングに出す分野は、部品を切り分けて出せる部分。インド人は基本的にハ
ードウェアが不得手で、哲学や歴史、プログラムなどソフトウェアが必要とする論理的、
抽象的分野が得意である。従って、新しいアーキテクチャを考え、アプリケーションの体
系をきちんとまとめるのには最適である。また、組み込みで必要なハードの開発環境を見
ると、日本だったら部品調達、技術は雑誌やインターネットなど見れば簡単にそろえるこ
とができたり、また草の根の組込み屋がたくさんいるが、このように簡単に基盤ハードを
作れる環境がない。したがってハードとソフトの境目のすり合わせ部分がわかる人は、日
本人がやるしかない分野と考えている。インド以外は、中国は組込みできるし、ベトナム
4

2007/08/01 にヒアリングを行った。
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はこの前のエッセンシャル研修に行ったら、ベトナム人の勤勉さ、ハングリーさに驚いた。
知識がないのは問題だけどキャッチアップするスピードは問題ないだろう。英語はできな
いものの、手先は器用で、将来は日本のパートナーになると考えている。市場という観点
からは、中国は既に顧客で、インドは現在オフショアリングのみ対象だが 10 年後は顧客に
なり、ベトナムは 15 年後顧客になるだろうと見込んでいる。
１．３．３

人材育成の現状と課題

数年同社で働いていたインド人がインド・カルカッタに戻り、現地のオフショアソフト
ウェア会社を設立。同社の CTO は、B 社の CEO が勤めており、アウトソーシング発注をと
おして強いパートナシップを結んでいる。従業員は 20 名。現在インドに組込みを教える大
学の専門がないため、20 人の従業員は IT か電子工学専攻である。カルカッタはインドの中
でも外資系の進出が少ないので、優秀な人を採用することができている。
B 社はオフショア開発だけではなくインド人の採用も行っている。その背景は、人材不足
である。日本では技術者が集まらず、インド人の採用をはじめた。現地で採用活動を行っ
たところ、600 通ぐらい応募があった。まず技術力と日本語で選別し、筆記試験、面接を経
て 3-4 人雇用できた、非常に優秀である。一方、インド人の欠点は日本語が弱い。インド人
は日本語が弱いが、組込みの最先端の教科書は日本語のみで書かれていることが多く、そ
れを知ったインド人は日本語を勉強し始める。日本語は３級程度とれれば OK である。外に
出す場合も４級あれば OK と考えている。２級は６００時間学習する必要があるため、その
時間を確保することは難しく現実的ではない。
１．４

C社

１．４．１

企業概要5

部品から家庭用電子機器、電化製品、FA 機器、情報通信機器、および住宅関連機器等に
至るまでの生産、販売、サービスを行う総合エレクトロニクスメーカー。組み込み系シス
テム事業では、ディジタル家電、携帯電話向け組み込みソフトウェア開発を手がけている。
ツールは組み込み Linux をベースにしている。携帯、TV、ビデオハードディスクすべて
Linux ベース。組み込み系開発は、社内で 100%対応している。
１．４．２

アウトソーシングの現状と課題

現在オフショアリングは、中国中心となっている。ベトナム(20 名＠ベトナム現地)へのオ
フショアリングは着手したところ。インドはコスト面で困難と考えている。
現在、中国には大学に冠講座を設置し、優秀層のリクルートを進めている。ベトナムも、
ハノイ工科大学に同社の冠講座を設置して組み込みソフトウェアの人材育成と優秀層のリ
5

2007 年 8 月 1 日にヒアリングを行った。
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クルートを進めている。中国は日本語ベースだが、ベトナムはグローバル展開を考えてお
り、英語をベースで考えている。論理的な表現は英語のほうが適していると考えている。
ベトナムの進出理由として、中国、インドに比べ、低コスト、WTO 加盟したがまだ欧米
組の浸透が進んでいない、同社の工場がありノウハウがあること、ハノイ工科大学等の優
秀人材確保ができるとの判断から決定した。また、今後 R&D 拠点にすることも視野に入れ
ている。ベトナムは組み込みソフトウェア拠点とする考え。ただし、人材の流用も含め各
拠点間連携して研究は進めている。インドはコストメリットがないので考えていない。タ
イはソフトウェアのイメージがない。
１．４．３

人材育成の現状と課題

必要な人材として、現在組み込み開発者が必要である。必要なスキルとしては、Linux、
IT 技術、組み込み特有性理解や対応が必要である。人材育成は、社内教育がベース。日本
語教育は、現地で IT 技術者向け日本語講座を設置している日本の大学との連携中。なお、
人材流動性については、ベトナムも中国と同様で、3-5 年で入れ替わるのが普通と認識して
おり、優秀層をいかに引き止めるかが課題であると認識している。
１．５

D 社6

１．５．１

企業概要

半導体によるシリコンソリューションを提供する企業。特に、半導体商品のソフトウェ
ア化を推進し、サービスウェアと組み合わせることで、よりタイムリかつ柔軟に市場要求
に対応している中堅企業。組み込みの主業種は通信機器と産業機器である。
１．５．２

アウトソースの現状と課題

アウトソースは、情報端末のハード設計組み立てや、携帯電話向け暗号、通信ソフトフ
トウエアを対象にしている。
オフショア発注先は、インド、中国、アイルランド。現在、活発な地域はインドである。
インドはこの 2,3 年製造業で欧米系の発注の躍進が目立つ。英語が堪能であり、通信、情
報系の標準に従った開発が得意。例えば、GM のトランスミッション制御に組み込みソフト
ウェアを提供した CG－Smith 社(1994 年にインド、バンガロ－に設立）は、秀でた開発方法
で、品質保証と品質管理を確約する“SEI-CMM レベル 5”を獲得し、全世界のソフトウェ
ア企業トップ 100 社にランキングされる優良企業となった。日本の自動車会社からの開発
委託も多い。
D 社のアウトソース先のインド会社は、50 名程度の従業員で、トヨタの５Why、
水平展開による品質管理を実施し独自に高品質を特徴にしている。D 社の米国の法人が利用
していた会社の紹介がありオフショアリングを検討することとなった。最初は、2 週間程度
6

2007 年 10 月 3 日にヒアリングを行った。
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現地で仕事の進め方をレビューし、上流工程から品質管理まで徹底的に評価した。従業員
も、IIT のトップの出身者、Wipro からの転職者が多く、レベル高いと判断している。
中国は日本への Visa は２回(半年)までは再発行されるため不便はないが（インドは 2 回目
（3 ヶ月）の Visa 発行は難しい）、インドは中国に比べると人材がよく育っている。中国は
民生製品中心で、POS ターミナルなどを開発。中国は近い将来、市場を狙うことができる。
一方、インド市場はまだ小さいので、当面製造委託中心となる。タイは、日タイ工科大学
の研修生数名受け入れを行っているが、事業というよりお付き合いが中心。
１．５．３

人材育成の現状と課題

人材について、インド会社の拠点であるバンガロールの学卒の技術力は高い。Manager
レベルは、IIT 出身者が多い。実績ある同社に優秀層が集まってくる。また離職率はインド
平均 19%に対し、インドの同社では 10%以下と半分である。
ただし、インドのソフトウェア技術者は電気信号やハードの知識が低く、ハードと組み
合わせたデバックができない。検査ボードによる効率向上が期待できないなどの欠点もあ
る。
技術者は、長期間同じことをやり続けると飽きてきて、転職率が高くなるため、仕事の
ローテーションで対処している。プログラミング書法が確立されており、プログラムが美
しく、コードベースの引継ぎも比較的容易である。今後、FPGA(Field Programmable Gate
Array)7のソフトウェア開発能力を持つ人材の確保が必要と感じている。
１．６

課題

日系企業とのヒアリングを通して、リスクヘッジを検討し中国以外のオフショアリング
先へのニーズの高まりが確認できた。しかし、対象国の組み込みソフトウェア産業の動向、
組み込みソフトウェアを担当する人技術力の高い人材の確保、日本語状況、相互理解の困
難さ、文化・商習慣の差異、現地の人件費の上昇等については十分な情報はなく、特に横
断的な情報が必要とされている。
また、IPA 調査によると、海外企業に外部委託する場合、委託単価、管理者のスキルの高
さ、日本語で仕事ができるかといった課題に加え、国内大企業や国内中小企業と比較し、
コミュニケーション（言語の違いによる、距離・時差による）という理由の比率が圧倒的
に高く、要求仕様や設計仕様の共有が難しい、ノウハウが流出してしまうという理由の比
率が高くなっている。これらを、現地の企業はどのように解決しているのだろうか。現地

7 プログラミングすることができる LSI のこと。マイクロプロセッサや ASIC の設計図を送りこんでシミ
ュレーションすることができる。専用 LSI より動作が遅く高価だが、ソフトウェアで回路のシミュレーシ
ョンを行なうよりは高速。
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企業のヒアリングを通して、探ってみた。次章で、各国の組み込みソフトウェア産業の動
向と、各企業の取り組みをまとめる。
１．７

参考文献

ジェトロ『インドオフショアリング

拡がる米国との協業』2008.2

経済産業省商務情報政策局『2007 年版組み込みソフトウェア産業実態調査報告書』2007.10
（独）情報処理推進機構 IT スキル標準センター『IT 人材市場動向予備調査』2008.2
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第２章

第２章

インド、タイ、ベトナムのオフショア開発の原状と課題

アジア各国の、組み込みソフトウェア産業振興や人材育成の動向について把握、整理し、
関連産業の国際競争力の維持、強化のための施策検討に資することを目的に、中国に続く
オフショア先として注目度の高いタイ、ベトナムと、欧米とのオフショア開発でソフトウ
ェア産業の発展著しいインドを対象に各国関連団体及び企業を訪問し調査を行った。以下
にその結果をまとめる。
２．１

インド

序章：インドの組み込みソフトウェアの定義
図表 11 組込み技術領域大分類
①

半導体上の組込みシステム回路設計と開発

②

ハードウェアが機能するよう、組込みシステム（組み込まれたコンピュータ）
を動かすためのソフトウェア開発

③

ハードウェアデザイン/開発（製品開発）

出所：Attisse Pte Ltd 作成
「組込み」関連技術は大きく分けると図表 11 に分類することが出来る。日本では「組込
みソフトウェア」開発というと、上記②を指すように明確に定義づけがされつつあるが、
インドにおける組込みソフトウェア関連技術の議論では、上記図表 1 の②のみならず、①
の半導体の回路設計技術までが網羅されることが多い。日本で一般的に議論される「組込
み技術」の範疇と、インドにおける「組込み技術」の範疇が異なっている。これは、後述
するように、政府の 5 カ年計画でも「「組込みソフトウェア」が SoC（システム・オン・
チップ）1デザインの重要な一分野である」、と言及している部分もある2ことからも理解
できる。また、「組込みシステム」も「組込みソフトウェア」も同義語のように使用され、
VLSI3デザイン設計･開発も組込みソフトウェア領域に入るような書きぶりとなっている
資料も多い。

System on Chip。コンピュータの主要機能を 1 つのチップに詰め込むこと。
第 11 次 5 カ年計画 IT 作業グループによる提言書、p35
（http://planningcommission.nic.in/aboutus/committee/wrkgrp11/wg11_IT.pdf）
3 Very Large System Integration：大規模集積回路。集積回路（IC）の中でも、半導体素子の集積度が
10 万個を超えるもののこと。100 万個を超えるものは、ULSI（Ultra Large System Integration）とも
呼ばれるが、最近ではあえて区別せず統一して VLSI と呼ぶことが多い。
1
2
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日本の「組込みソフトウェア」議論が、半導体の回路設計まで一般的に含まないのに対
し、インドでは半導体における VLSI デザイン技術が「組込みソフトウェア」の中心のよ
うに捉えられていることの背景としては、インドの「組込みソフトウェア」開発技術レベ
ルが日本ほどまだ高度化していないこと（後述 3.（2）参照）、インド政府が同国を VLSI
デザインハブとしようとしていること（後述 2.（2）参照）が挙げられる。これらを背景に
して、「組込み」で特に注目されている技術が VLSI デザイン中心となっているものと考
えられる。
一方日本では、VLSI デザインそのものは、半導体製造を自社グループで完結させる IDM
企業4が主に行っているため、半導体基盤部分は完結しており、半導体企業の外で求められ
ているのが、複雑な半導体上の回路を正しく動かすためのソフトウェアを開発できる技術
者（組込みソフトウェア開発技術者）となる。さらに、組込みソフトウェア開発行数がこ
こ数年で飛躍的に増大し、高いスキルが求められているため、組込みソフトウェア開発に
特化した部門が注目されるようである。
インドの組込みソフトウェア関連産業を観察する際には、上記のとおり、日本における
一般的理解とは異なる部分があることを理解しておくことが必要であろう。また、本報告
書は、インドの種々文献を利用して作成したため、議論の対象が日本で言う組込みソフト
ウェア（上記図表 1 の②のみ）ではなく、①を含めた議論となる部分が多くなることに留
意願いたい。

垂直統合型デバイスメーカー (Integrated Device Manufacturer)。自社内で回路設計から製造工場、販
売までの全ての設備を持つ統合半導体メーカー。
4
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２．１．１．IT 産業政策と組込みソフトウェア産業の位置づけ
（1）IT 産業の中の組込みソフトウェア産業
（a）市場規模
インドの IT 産業の GDP に占める割合は 2007 年には 5.4%に達し、同産業就労人口は同
年 163 万人となった。下記図表 12 のとおり、同産業は年々順調に伸びている。また成長の
牽引役は、国内市場よりも輸出市場である。
図表 12 インドの IT 産業の伸び

5.4%
4.7%
3.6%
2.6%

2.8%

1,058,000

1.8%

IT産業

1.2%

230,000

670,000
522,250

24.2

284,000
18.3
15.9

就労人口（人）

13.3
9.8

国内および

3.0

輸出市場規模

（10億US㌦）

31.9

830,000

1.4%
430,114

190,000

1,293,000

3.2%

輸出

対GDP

1,630,000

4.1%

国内市場

1.8

FY98

3.3

2.7

FY99

4.2

4.0

FY00

5.9

6.2

5.8

FY01

7.7

FY02

8.3

13.2
10.2

6.3

FY03

FY04

FY05

FY06

FY07E

出所：NASSCOM
インドソフトウエア・サービス協会（National Association of Software and Services
Companies：NASSCOM）5は、インドの IT 産業を図表 13 のとおり 4 分野に分けている。
分野別に見た 2006 年および 07 年の産業規模は下記図表 14 である。

インドのソフトウェア産業と BPO 産業振興のために設立された非営利団体。2007 年末現在、大手のイ
ンド企業、多国籍企業から中小零細企業まで、約 1100 社がメンバーとなっている。
5
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図表 13

NASSCOM による IT 産業分類
分

野
6

(i)

IT サービス

(ii)

ITES-BPO

(iii) エンジニアリングサ
ービス・R&D・ソフトウェ
ア製品

(iv) ハードウェア

内

容

IT コンサルティング
システムインテグレーション
カスタムアプリケーション開発・メンテナンス
ネットワークコンサルティング＆インテグレーション
ハードウェアサポート＆導入
パッケージソフトウェアサポート＆導入
アプリケーションアウトソーシング
ネットワークインフラストラクチャーマネージメント
コールセンター、顧客管理業務、人事・経理・総務業務など
の事務管理、等のＩＴを利用して行うことのできる業務を、
第 3 者が顧客から請け負うもの。インドでは、ITES-BPO（IT
Enabled Services – Business Process Outsourcing = IT によって
可能となったサービス＆ビジネスプロセスの外注）産業と呼
んでいる。
エンジニアリングサービスは、高度なスキルを持つ技術者を
提供するサービス（システムエンジニアやシステム運用管理
者など）。
R&D およびソフトウェア製品は文字通り。
ソフトウェアには、組込みソフトウェアが含まれる7。
PC、ストレージ、プリンター、スキャナー、ネットワーク
関連機器、などの製造。半導体製造は含まれていない8。

出所：NASSCOM 資料、その他より作成
図表

14 インド IT 産業分野別事業規模
2006 年度

IT サービス
輸出
国内
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ・R&D・ソフトウェア製
品
輸出
国内
ITES-BPO
輸出
国内
ハードウェア
IT 産業事業規模
出所：NASSCOM

6
7
8

17.8
13.3
4.5
5.3
4.0
1.3
7.2
6.3
0.9
7.0
37.4

(単位：10 億 US ドル)
2007 年度
伸び率
(%)
23.6
32.6
18.0
35.3
5.6
24.4
6.5
4.9
1.6
9.5
8.4
1.1
8.2
47.8

NASSCOM ウェブサイト（2004 年に参照したもの。現在はこの分類は表示されていない。）
NASSCOM に Email にて確認
同上
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22.6
22.5
23.0
13.9
33.3
22.2
17.1
27.8

2000 年初頭まで、NASSCOM は上記｢ソフトウェア製品｣の項目を詳細に分けて輸出額な
どの数値を発表していたが、現在では上記のとおりの内訳となっており、組込みソフトウ
ェアだけの事業規模は発表されておらず、NASSCOM のデータからは組込みソフトウェア
分野の事業規模は把握できない。また、インドで組込みソフトウェアと言った場合に含ま
れる半導体基盤デザイン部分は上記には含まれていない。
しかし、組込み技術が「ソフトウェア」ではなく「半導体」に近い領域で議論されるこ
とを裏付けるように、インド半導体協会（India Semiconductor Association：ISA）は、組込
みソフトウェア市場の市場規模に関する明確な数値を発表している。ISA がフロスト＆サ
リバン9と共同で行った調査結果によると、インドの組込みソフトウェア市場規模は下記図
表 15 のとおりである。
図表

15 インド組込みソフトウェア市場規模
項

目

規

2.53 億 US ドル

組込みソフトウェア市場規模 （2005 年）
同

模

（2015 年推定値）

36.34 億 US ドル
60,220 人

同市場就労人口（2005 年）
注：上記市場規模に含まれるのは、下記のとおり

・ デバイス(チップ)レベル（デジタル信号処理（DSP）プログラミング、ファー
ムウェア、BIOS、コーデック、アルゴリズム、API）
・ ボードレベル（ネットワークマネジメントシステム/SCADA、カーネル、通信
プロトコルなど）
・ システムレベル（RTOS、組込み製品テスト用ソフト、エレメントマネジメン
ト）
出所：ISA-Frost & Sullivan “India Semiconductor and Embedded Design Market 2005-2015”
ISA は組込みソフトウェア市場の年平均成長率（CAGR）を 30.5%と高く見積もり、2015
年には同市場規模が 36.34 億 US ドルに達すると試算している。この強気の成長要因は、
多くの外資系半導体企業がインドにキャプテイブユニット10を設立させ、インドにおいて
デザイン業務を行うようになっていることが挙げられる。実際、多くの半導体企業がイン
ドに開発センターを設立させ、組込みデザインと組込みソフトウェアの開発の実績を重ね
ている。

1961 年にニューヨークにて設立された、世界でもトップクラスの国際マーケティング、市場調査およ
びコンサルティング会社。
10 次項参照
9
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フリースケールセミコンダクター11は、インド国内の家庭用デジタルマルチメディアを
ターゲットに、ツー・チップ・セットのデザインをインド国内で完了させた。さらにテキ
サスインスツルメントと共同で、携帯電話用にシングルチップ・ソリューションを開発中
である。また、ST マイクロエレクトロニクスは、やはりデジタル機器用にシングルチップ・
ソリューションをインド国内で開発した。NXP セミコンダクター12は、800 人の組込み技
術者を抱え、次世代デジタルビデオシステムやその他の組込みプロジェクトに従事してい
る。同社のバンガロール開発センター（Bengaluru Development Center）は、07 年には 4 百
万行のソースコードのある組込みソフトを、マルチコアプロセッサ向けに開発した13。
また、インテルは 2007 年 10 月、インド・デザイン・ハウス・プログラムを発表した。
メンバー登録したインドのデザイン企業が、インテル社の組込み設計プログラムを利用で
き、対話式オンライン技術サポートツールの利用や、非公式なデータ/製品情報の入手、最
大 90 日間の借用制度を利用して、各社製品の開発が出来るようになるというものである。
インドデザイン企業の組込み開発技術に大きく貢献することになりそうである。インテル
がインドを同プログラムの拠点にしたのは、インドにおけるデザイン企業の多さが有利で
あると判断したためであるという14。
（b）市場構造と事業分野
インドでは、組込みソフトウェアに携わる企業は、大きく二つの分野に分けられる。自
社内で組込みソフトウェアを開発し自社製品として販売又は使用する企業と、他社からの
組込みソフトウェア開発依頼を受け、委託元に販売する企業である。インドでは、前者を
「キャプテイブユニット（Captive Unit）」（以下 CU）、後者を「非キャプティブ･ユニッ
ト（Non Captive Unit）」（以下 NCU）と呼んでいる。
CU には、半導体の IDA 企業、ファブレス企業15、ハードウェアの最終生産企業や OEM
企業16が含まれる。また、NCU には、VLSI デザインサービス企業、ハードウェアサービス
企業、組込みソフトウェアサービス企業が含まれる。

03 年スピンオフ、06 年にブラックストーン・グループ が買収
06 年フィリップスからスピンオフ
13 Electronic Engineering Times 22 October 2007
14 EE Times India 05 October 2007、EDN 03 October 2007
15 自社での半導体生産設備を持たず、外部の協力企業に 100%半導体生産を委託する企業
16 OEMs：Original Equipment Manufacturers。製造元とは異なる企業のブランドで売られる商品の製
造元。
11モトローラ社から
12
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図表 16 組込みソフトウェア市場構造

出所：ISA-Frost & Sullivan “India Semiconductor and Embedded Design Market 2005-2015”
これらの企業による事業分野比率は、半導体チップレベルでのデザインが CU で 45％、
NCU で 43%を占めている。
図表

17 インドの組込みソフトウェア市場における事業分野比率
CU

NCU

デバイス(チップ)レベル

45.2%

42.8％

ボードレベル

34.8%

34.4%

システムレベル

20.1％

22.7％

分

野

注 1：数値は四捨五入されているため、完全に 100%とならない場合がある。
注 2：各レベルの詳細説明に関しては、図表 15 の注を参照
出所：ISA-Frost & Sullivan “India Semiconductor and Embedded Design Market 2005-2015”
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インドで開発された組込みソフトウェアが使用される最終製品の分野に関しては、経済
産業省が実施した『2007 年版 組込みソフトウェア産業実態調査：海外調査』17に回答した
インド地場企業 31 社の納品先又はサービス提供先から概要を把握することが出来る（下記
図表 18 参照）。携帯電話を中心とする民生用通信端末機器が最も多く 17.3%、次に通信設
備機器の 12%となっている。次に多いのが、工業制御／FA 機器／産業機器、AV 機器、業
務用端末機器となっている。これらは全体の 10%前後を占めるが、残る項目に関しては全
般的に満遍なく利用されていると言える。
図表

18 インド地場系組込みソフトウェア関連企業の事業分野（2006 年）
（有効回答 31 社、複数回答）
軍用機器等
3.8%

その他の応用機器製品
0.0%

AV機器
11.3%

分析機器・計測機器等
5.3%

家電機器
3.8%

医療機器
6.8%

個人用情報機器
2.3%

設備機器
3.0%

教育機器、娯楽機器
5.3%

工業制御／FA機器／産業機
器
11.3%

コンピュータ周辺機器／OA機
器
4.5%

業務用端末機器
9.0%

運輸機器／建設機器
4.5%

通信設備機器等
12.0%

民生用通信端末機器
17.3%

出所：経済産業省『2007 年版 組込みソフトウェア産業実態調査：海外調査』

17

経済産業省がソフトウェア産業の実態を把握するために、同産業関連の企業を対象として、2003 年度
より毎年行っている調査。関連企業へのアンケート調査の集計である。アンケート対象企業は、ハードウ
ェア開発企業、組込みソフトウェア／OS／ミドルウェア等開発・提供企業、組込み機器の開発に利用さ
れるツール／開発環境を開発・提供する企業、これらの企業・事業に対する受託開発サービス、コンサル
ティングサービス、人材派遣サービス等を提供する企業、組込みソフトウェアや組込みシステム関連の教
育・研修等を提供する組織、企業・事業であり、インドの場合は地場系 31 社である。
半導体関連企業がアンケート対象となっていないこと、および母集団が 31 社と小さいことに留意する必
要である。
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（2）インドの IT 産業政策における組込みソフトウェア産業政策の位置づけ
（a）インドの IT 産業発展の経緯
インドの IT 産業が発達したきっかけは、インドに優秀で低廉な人材が存在したことに目
をつけた外資系企業の進出である。その契機となったのは、テキサスインスツルメンツが
半導体基盤デザインと情報システムの開発センターを設置（1984 年）したことであった。
その後、1990 年代後半には、アナログ・デバイス社（Analog Devices）、ナショナル・イ
ンスツルメンツ社（National Instruments）、ST マイクロエレクトロニクス（ST
Microelectronics）、IBM がインドに進出し、インドにおける半導体基盤デザインの基礎が
出来た。2000 年代に入ると、Centillium Communications、CG Core EL などと言った、半導
体基盤デザインを扱う EDA18企業の進出も進み、これらの企業がデザインセンターをイン
ドに設置し始めた。これらの外資系企業の半導体基盤デザインの下請けデザイン機能をイ
ンド地場系企業が請け負う形で、インド全体の半導体基盤デザイン産業が発達してきた19。
（b）インドの IT 政策の始動
上記のような外資系企業の進出が進む中、80-90 年代前半ごろまではインド政府はこれ
といった政策を講じてこなかったが、1998 年に IT およびソフトウェア開発対策本部
（National Task Force on Information Technology & Software Development）を設置し、国家 IT
政策の立案に着手した。同対策本部は、「ソフトウェア」「ハードウェア」「長期的 IT
戦略」を軸としたアクションプランを翌 1999 年に発表し、同プランを元に IT 政策が始動
した。
なお、インドは 5 年ごとに総合的な国家開発計画を発表しているが、第 8 次 5 カ年計画
（1992-1997 年）の、
「Communication, Information and Broadcasting」の項で初めて Information
Technology という文言が使用された。しかし「IT が重要になりつつある」と一言触れられ
ただけにすぎない。第 9 次 5 カ年計画（1997-2002 年）では「Transport and Communication」
の項の中に独立して「Information Technology」の項が設けられた。ここに、上記の情報技
術およびソフトウェア開発対策本部に関する目標も記載されている。さらに、第 10 次 5
カ年計画（2002-2007 年）では、
「Industry and Services」の項目の中に「Information Technology」
の項が独立して設けられ、政府による IT 戦略が明確に記された。同 IT 戦略は、IT 産業の
生産高や輸出額、世界のソフトウェア市場に占めるインドのシェア、インターネット利用
者数、IT 産業雇用者数などの目標値を定めている。

18
19

Electronic Design Automation
M2 Presswire, 11 May 2007
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（c）第 11 次 5 カ年計画における IT 産業促進計画案
2008 年 1 月現在、第 11 次 5 カ年計画に向けて 25 の分野別ステアリングコミッティー（運
営委員会）が各分野の計画提言書を発表している。これらの提言書をまとめる形で同 5 ヵ
年計画が確定する予定である20。最終案はまだ発表されていないが、上記運営委員会のう
ちの、コミュニケーション＆インフォメーション委員会の IT 作業部会が IT 分野の提言書
を策定しており21、第 11 次 5 カ年計画における IT 産業促進政策に関しては同提言書に沿
ったものが作成されることになると思われる。
上記 IT 作業部会の提案書は、｢電子/IT ハードウェア製造｣「コンピューターソフトウェ
アとサービスの輸出市場」「コンピューターソフトウェアとサービスの国内市場」「人材
育成」「研究開発」の分野に沿って、インドの IT 産業の現状分析と提言を行っている。こ
の中で、「組込み」関連技術は半導体基盤技術である SoC22や VLSI とまとめて議論されて
おり、日本で理解される「組込みソフトウェア」とは領域が異なっているが、「組込みシ
ステムと半導体デザイン」がインドの「電子/IT ハードウェア製造分野」の将来における重
要な事業分野の一つであるとされている。また、組込み関連の人材を育成することの重要
性が、｢人材育成｣の部門で詳細に述べられている（人材育成に関しては、次章で詳述する）。
「研究開発」の分野では、組込みシステムとハードウェア開発に関する研究開発を政府が
促進するべきである、と述べられているが、具体的な提言は無い。
（d）組込みソフトウェア産業のための環境整備
政府は上記のとおり、IT 政策の全体的な方向付け行う一方、組込みソフトウェア産業が
発展するために必要な環境整備を間接的に整えている。
組込みソフトウェア産業がインドで促進されるための条件は何かという観点で考えると、
発注単価が安いという点を除くと、以下の点を挙げることが出来る23。3.（1）で述べると
おり、インドへの組込みソフトウェア開発を委託しているのは、主に外資系企業だが、こ
れらの企業はインドにおける下記の点が総合的に見て有利であるから発注しているのであ

同計画の骨子（アプローチペーパー）は、2006 年 12 月に閣議で了承されており「Towards Faster and
More Inclusive Growth: An approach to the Eleventh Five Year Plan 2007-2012」として公表されてい
るが、最終案はまだ発表されていない。
21 http://planningcommission.nic.in/aboutus/committee/wrkgrp11/wg11_IT.pdf にて入手可能。
22 System on Chip。コンピュータの主要機能を 1 つのチップに詰め込むこと。また、コンピュータの主
要機能を搭載したチップ。
23 業界専門家へのインタビューおよび調査員の観察による
20

30

ろう。つまり、下記の点をより発注者に有利なように改善し環境整備を行うことが、組込
みソフトウェア産業に対する間接的な促進要素となる。
①

スキルが高く英語でコミュニケーションが取れるコンピュータ関連エンジニ
アの存在

②

信頼できる通信インフラ（組込みソフトウェア開発を依頼したり、完成ソフト
を納品したりするために必要）

③

サービス輸出の容易さ

④

知的財産（IP）に関する法的枠組み

上記①の改善策は、IT 人材育成政策となるが、次章にて詳説する。
②に関しては、インド政府は 1994 年に固定･携帯電話分野における民間参入を許可した
のに引き続き、1998 年に ISP24サービスに関わる VSNL 社25の独占を廃止、1999 年に民間
ISP に対し衛星向け国際ゲートウェイ設置を開放26、2000 年には民間 ISP に対し海底ケー
ブル向け国際ゲートウェイ設置を開放、2002 年には国際電話自由化および IP 電話を部分
的に自由化、2005 年には通信事業者への外資規制を 49％から 74％へと引き上げるなど、
通信分野の民間参入・自由化を進めてきた27。現在では、インドにおける国際通信サービ
ス事業企業は 14 社に上る28。
民営化がほぼ一巡してからは、国際通信トラフィックの環境整備は通信民間大手の手に
委ねられ、インド通信規制局（TRAI：Telecom Regulatory Authority of India）および通信庁
（DoT：Department of Telecommunications）は勧告や免許付与など機能を受け持っている。
インドにおける IT 産業の発展に伴う海外からのアウトソースの増加に伴い、インドの通信
トラフィック量は増加しているが、2006-2007 年、民間国際通信サービス企業が次々と海
底ケーブルへの投資を決めており、インドとシンガポール、香港、日本、フィリピン、ベ
トナム、中東、西ヨーロッパとが 08-09 年にかけて海底ケーブルで新たにつながる予定で
あり29、さらに通信状態がスムーズになる。

24

インターネットサービスプロバイダー
1986 年国営企業として法人格取、国営の通信公社だったが、2002 年民営化。タタ・グループが現在
45％の株式を保有。インド初の ISP でもある。
26 それまでは VNLS の国際ゲートウェイ利用が義務だった。
27 KDDI 総研『インドの電気通信業界概況』2006 年 2 月
28 通信庁ウェブサイト、2008 年 1 月 10 日現在
29 VSNL の株主であるタタ・グループが、04 年 11 月にシンガポールとの直接海底ケーブルを初の地場
系企業による海底ケーブルとして開設、06-07 年にはシンガポール、香港、日本、フィリピン、ベトナム
間の海底ケーブルへの投資（2 億 US ドル）を発表、さらにインドとロンドン、マドリッド、バリ海底ケ
ーブル接続のための投資（2.5 億 US ドル）、および中東を結ぶ海底ケーブルの投資（3.6 億 US ドル）も
発表。（Economist Intelligence Unit - ViewsWire 10 November 2004, DNA - Daily News & Analysis 20
December 2007、Pakistan Press International Information Services 17 November 2007）。
25
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③に関しては、特にソフトウェア･サービス輸出に貢献したのが、ソフトウェア･テクノ
ロジー･パーク（STP）制度の設置と、ソフトウェアの輸入関税の廃止、などである。STP
は、91 年に設立された制度で、STP として認定されれば該当企業には輸出義務が課せられ
る一方で、全てのハード･ソフトウェアの輸入の非課税措置が取られ、また法人税免除（2010
年まで）などのインセンティブが付与されている30。また、07 年 4 月からは、国外で提供
されるすべてのサービスにかかるサービス税を免税とし（これまで免税対象であったサー
ビス輸出に加え、財の輸出に関連した国外での通関・輸送サービスなども免税とする）、
輸出サービスもしくは輸出品製造に対して、国内で投入される各種サービスについても、
サービス税を免税（もしくは還付）とした31。
④に関しては、インドは WTO 加盟国であるため、WTO の TRIPS 協定（知的所有権の
貿易関連の側面に関する協定）に基づき、同協定と整合性を保てるように法改正を行って
いる。特に組込み技術および半導体基盤技術に直結する分野では、半導体集積回路レイア
ウトデザイン法（Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act 2000）を整備済みであ
る。その他、著作権法（Copyright (Amendment) Act 1999）、商標法（Trade Marks Act 1999）、
意匠法（Design Act 2000）、地理的表示法（Geographical Indicators of Goods (Registration and
Protection) Act 2000）、植物品種および農民権利保護法（Protection of Plant Varieties and
Farmer's Rights Act 2001）、特許法（Patents (Amendment) Act, 2005）の整備も既になされて
いる。
２．１．２．組込みソフトウェア産業振興と同産業人材育成
（1）IT 産業および組込みソフトウェア産業における人材需給ギャップ
インドの IT 産業発展の大きなきっかけとなったのは、主に米系企業がインドの英語を解
する低廉で豊富な人材に目をつけ、次々と進出したことであった。この「低廉」で「豊富」
な IT エンジニアの存在に関しては疑問を呈する声が多くなりつつある。
「低廉」か否かに関しては、インドにおけるスキルの高い IT エンジニアの給料の上昇率
が上がっていることから、もはやインドでの雇用が全て低廉であるとは言えない状況とな
っている。NASSCOM によると、インドにおける IT 技術者の給料上昇率は 10-15％/年で、
場合によっては 50%/年、一方ムーディーズの試算によると米国の IT 技術者の給料上昇率
は 3%/年である。インドで雇用する IT 技術者の給料が、米国の同レベルの技術者の給料の
75%程度にまであがり、時差による作業の遅れや本社スタッフの出張費用などを考えると、
http://www.mit.gov.in/default.aspx?id=248。ただ
し、法人税免除措置は 2010 年までとなっているため、IT 企業各社が同制度を少なくとも 10 年は延長す
るようロビー活動を行っているとの報道もある。（The Economic Times 11 August 2007）
31 JETRO 通商広報 2007 年 6 月 19 日
30通信情報技術省情報技術局（DIT）のウェブサイト
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インドはコスト面から見て発注先としての選択肢ではなくなりつつあるという意見もある
32

。
「豊富」なエンジニア層に関しては、「今インドに何人のエンジニアがいるかではなく、

どれほど雇えるエンジニアがいるか、が問題である」と指摘されている。つまり、エンジ
ニアはいるが、雇えるエンジニアが少ないのである。インドは、毎年約 50 万人の工学系の
高等教育卒業生を輩出するが、経験を積んだスキルの高い技術者は、需要が増大するにも
関わらず絶対数が少なく給料上昇率も高い。一方で、エントリーレベルの技術者は確かに
多く給料も安いが、高度化する技術需要に合わない、という状況が生まれているのである。
アーム・エンベッデド・テクノロジー社（ARM Embedded Technologies）は、インドにおけ
る多くの工学系の学校には現場に即したツールキットが無く、またコースの内容も現場が
必要なものとは合致しないため、使えるエンジニアはなかなか育たず、また、欧米では 6
ヶ月で学べることを 18 ヶ月かけて学んでいると指摘する。また、教育機関では問題解決手
法や分析手法だけではなく、VLSI デザインや組込みシステムの基礎をしっかり身に付ける
べきであるとしている。アナログ・デバイス社（Analog devices Inc）は、IC デザインや組
込みソフトウェア関連の技術者はいるにはいるが、テストエンジニアが不足していると指
摘する。ソフトを開発しても、それを搭載するハードウェアで適切に機能するかどうかを
テストエンジニアがチェックする必要があるが、その人員がインドのエンジニア系卒業者
の中から出てこないという33。
インドの IT 産業をリードする欧米企業群は、上記のような状況を自ら解決しようとして
いる。同国の工学系大学や専門学校と提携し、自社内のベテランを講師として派遣したり、
教材用に自社の FPGA34を提供したりしているのである。例えば、フリースケールセミコン
ダクター社は、IIT（インド国立工科大学）何校かと提携しユニバーシティ・プログラム
（University Programme）を展開しており、授業で同社製品を教材として提供している。IIS
（インド科学技術大学院大学）とも研究所の提携の話を進めていると報道されている。ま
た、アーム社（ARM Embedded Technologies）は、カルナカタのビスベスバラヤ工科大学
（Visvesvaraya Technology University）と提携し、同社製品を提供し同社の回路構造の勉強
をさせている。ケイデンス（Cadence）は、学生だけではなくトレーナー研修プログラム
（Train the Trainer）を展開し工学系の教師へのトレーニングを行っている。これは同社の
“University Programme”の一環であるが、同プログラムには IIT を含む 120 の技術系学校が
参加している。

32
33
34

Financial Express, 9 June 2007 および The Wall Street Journal Asia, 4 July 2007
同上
Field-Programmable Gate Array。プログラムできる大型集積回路のこと。
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（2）IT 人材育成促進政策における組込みソフトウェア
上記の「インドは毎年 50 万人前後の工学系卒業者を輩出しているが、現在の IT 産業の
需要に見合ったレベルの技術者が必ずしも IT 産業に供給されていない」という点について
はインド政府も理解し、解決のための手段を施そうとしている。
2000 年に設立された「IT 人材開発対策本部（Task Force on Human Resource Development in
Information Technology）35」は、2003 年 12 月、インドにおける IT 人材開発に関する長期
戦略提言書を提出したが36、同提言書作成過程において、問題は教育機関から輩出される
エンジニアの数ではなく、これら教育機関で教授される内容の質であると指摘した。これ
を受け、第 11 次 5 ヵ年計画立案のための IT 作業部会は、IT 人材需給ギャップ解消の鍵と
なるのは、適切な技術を教授する能力と、明確なスキル基準の導入である、と指摘してい
る37。
適切な技術レベルの達成に関し、第 11 次 5 ヵ年計画 IT 作業部会は、「ハードウェア」
部門と「組込みシステムと VLSI デザイン」部門に分けた提言を行っている。「組込みシ
ステムと VLSI デザイン」部門に関しては、産学連携で高度な研究･開発活動を行うセンタ
ー･オブ･エクセレンス（CoE）38を設立させるべきだとしている。また、常に変化し進歩す
る技術を教育機関で教えるには、教育機関側が履修コースを自由に変更できるようにする
こと、履修コース内容を常に更新すること、民間企業からの支援をより多く得ることが必
要だとしている。同 IT 作業部会の人材開発分野に関し、全体で 300 億ルピーが 2012 年ま
でに必要であると試算している。
なお政府は 2005 年より、インドを組込みシステムに直結する VLSI デザインのハブにす
るため、「VLSI デザインと関連ソフトウェア分野における特別人材開発プログラム」を進
めている。2007 年末現在、インドは世界の VLSI デザイン市場の 5%を占めるが、これを
2010 年までに 15-20％にまで伸ばす計画である。内容は、下記のとおりとなっており、
2006-07 年には 37 の教育機関に VLSI デザインラボを設置したほか、25 の教育機関向けに
教員教育を実施し、約 100 人の教員が研修を受けた。5 年間での予算は 10 億 US ドルであ
る。
2000 年 8 月、人材開発相、財務相、情報技術相、IIT 校長等、9 名が指名され発足した。
提出された提言書は、「Strengthening the human resource foundation of the Indian IT enabled
services/IT industry」および「Task force on meeting the Human Resources Challenge for IT and IT
enabled Services」
37 『Eleventh Five Year Plan 2007-2012 Information Technology Sector』(2008 年 1 月現在、同文書は
まだ提言書の位置付けである)
38
先端科学やハイテクなどにおいて、特定分野に集中して高度な研究・開発活動を行い、人材および産
業の創出・育成の中核となる研究拠点のこと。一般に産学連携による産業政策に関する文脈で用いられる
用語。
35
36
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·

教員教育

·

最新の EDA39ツールを備えた VLSI デザインラボの設置

·

VLSI デザインリソースウェブサイトの立ち上げ

·

学生の VLSI デザインの実際のウェーハーへ使用

·

PhD レベルから学部レベルにおける VLSI デザインと関連ソフトウェア課程
の導入

（3）スキル基準
組込みソフトウェアに特化したスキル基準は、2008 年 1 月現在、インドには存在しない。
日本でも「組込みソフトウェア関連事業」が何を指すのかという点は曖昧であったが、
2005 年、組込みソフトウェア開発関連技術者の不足を解消するための的確な人材育成を促
進するため、それに有用な「ものさし」を策定する目的で、組込みソフトウェアに必要な
スキルが明確化・体系化された。これが、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が発表
した、『組込みスキル標準｢ETSS｣』である40。
上記日本の例から分かるとおり、「スキル基準」を導入するためには、該当産業または
該当技術が何を指すのかという点に関し体系的に定義づけをする必要がある。しかしイン
ドの場合、本レポートで言う「組込みシステム」と「組込みソフトウェア」は同義語で扱
われたり、半導体基盤技術の方だけを「組込み」技術として議論したりと、その開発技術
が何を指すのかに関して体系的な整理がなされていない。文献調査から理解できることは、
インドは「組込みソフトウェア」よりは半導体基盤技術により近い「組込みシステム」を
重視しており、またこの「組込みシステム」を「組込みソフトウェア」と呼ぶことも多く
あるということである。よって、組込み関連スキル基準を将来インドが導入するようにな
った際には、日本の「組込みソフトウェア開発」とは異なる領域を指すようになる可能性
も排除できない。
組込み関連のスキル標準に関しては、インドはまだ何も手をつけていないが、NASSCOM
は積極的に IT 人材の需給状況、ニーズなどの調査を行っている。以降、NASSCOM の IT
人材育成の取り組みについて概観する。
NASSCOM は必要人材層を下記図表 19 のとおり、トップ（ハイレベル）、ミドル（ミ
ドルレベル）、ベース（エントリーレベル）の三段階に分け、各段階に合った人材育成を
39 Electronic Design Automation の略。電子機器、半導体など電気系の設計作業を自動化し支援するた
めのソフトウェア、ハードウェアおよび手法の総称
40 IPA の URL 参照。
（http://sec.ipa.go.jp/press/20050523.php）
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政府に提言し、政府と協力しながら自らのイニシアチブで人材育成プログラムを実施して
いる。
図表

19

NASSCOM によるピラミッドアプローチ

出所：NASSCOM『NASSCOM’s Education Initiatives』
ハイレベルには、組込みソフトウェア、バイオインフォマティックス、製品アーキテク
チャ、DSP（Digital Signal Processor）、VLSI、プログラムマネジメントなどの分野におけ
る人材が含まれる。ハイレベル人材育成に関しては、NASSCOM は博士課程やリサーチサ
イエンティストの育成を掲げており、2008 年までに新規に国際情報技術大学（IIIT：
International Institute of Information Technology）を 5 キャンパス設立することを提言してい
る。IIIT は、1998 年に初めてアンドラプラデシュ州ハイデラバードに設立された後、2008
年 1 月現在 6 キャンパスまで拡大している。人材開発省は 2012 年までに、IIIT を 20 校に
まで拡大させることを目標とし、第 11 次 5 ヵ年計画の中で 20 校の IIIT の新設に 1 億ルピ
ーを投じることを決定している41。
ミドルレベル人材に関しては、NASSCOM はこの層に対する需要が最も多いと見ている。
同レベル人材育成のための基本軸は以下のとおりである。
·

IT 技術スキル認証試験（NAC-Tech：NASSCOM’s Assessment of Competence – Tech）
IT サービスセクターにおけるスキル認証テストで、工学部卒業程度のエンジ
ニアに対する技術測定試験。2008 年から開始予定で、インド国内 12 州42で実
施される予定である。まずは、10 万人の受験が見込まれている43。

2007 年 12 月 20 日付 The Economic Times
デリー、ラジャスタン、パンジャブ、ハリヤナ、ウッタープレデシュ、西ベンガル、アンドラプラデ
シュ、タミールナドゥ、ケララ、カルナタカ、マハシュトラ、マディヤプラデシュ。
43 Business Standard,
January 23, 2008
41
42

36

·

IT/工学系学校の就職予備校（Finishing School）
NASSCOM と人材開発省は共同で、2007 年 5 月より、工学系卒業者向けに就
職前の技術準備訓練を行う Finishing School を開設した。人材の需要と供給に
おける技術ミスマッチを解消するのが目的である。2007 年 5 月～6 月には、
IIT Roorkee 校および国立技術大学（NIT：National Institute of Technology）の
7 校で実施された。

·

IT 人材開発プログラム（IT Workforce Development Program）
NASSCOM が中心となって実施している業界と教育界の情報交換及び IT 企
業から教育機関への「技術移転」。この１つに「指導者プログラム（Mentorship
Program）がある。このプログラムでは IT 企業が、ある一定の教育機関の
「Mentor」となり、産業界の動きや産業界で必要とされるスキルを伝える。
教育カリキュラムが産業界のニーズにあったものにすることが目的。業界と
教育機関の情報交換ワークショップも開催している。

ベースレベル人材に関しては、BPO 産業向けのスキル認証試験 NAC（NASSCOM’s
Assessment of Competence）を 2006 年に本格的に導入した44。しかし内容は、英語の語彙・
読解・文法、英語によるエッセー、英語によるコミュニケーション能力、キーボードの扱
い能力、数学的および論理的思考能力を測定するものであり45、IT 技術そのものに直結す
るものではなく、BPO 産業で従事する人員確保のための認証試験と言える。
（4）組込みソフトウェアに関する教育機関
インドには大学が 320 校46あるが、IT 人材を多く輩出しているのがインド工科大学（IIT：
Indian Institute of Technology）、インド国際情報技術大学（IIIT：International Institute of
Information Technology、India Institute of Information Technology、Indian Institute of Information
Technology and Management など）、インド科学技術大学院大学（IIS：Indian Institute of
Science）である。
全 320 大学のうち、50 校ほどが工学技術系または情報技術大学であり、その中で組込み
ソフトウェア関連の授業を扱っていることが確認できるのは下記図表 20 のとおりである。
なお、総合大学における工学部でも、組込み関連の基礎技術は教えているが、本調査では
全大学に対する確認は省略し、工学系大学だけの確認作業を行った。また、専門学校
（College）も 16,885 校あるが47、IT 人材の重要な母体という観点からすると大学を重視す
べきであるため、専門学校に対する確認は省略した。
44
45
46
47

2005 年 8 月にパイロット導入。
NAC の URL 参照。（http://nac.nasscom.in/）
高等教育省ウェブサイトより（2007 年 9 月現在）
同上
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組込み技術に関しては、選択科目として選べるようになっているという学科が多く、
「組
込み」だけを独立した学科として扱っている大学は少ない。全体的に「組込みソフトウェ
ア」という項目立てにはなっておらず、「組込みデザイン」という科目名となっており、
内容的にも VLSI デザインのカリキュラムと平行しながら教授している大学が多い。なお、
半導体デザイン関連企業が、これらの大学の授業向けに、同社製品を提供し将来の有望な
人材リクルートに利用しているのは、2.（1）で述べたとおりである。
大学の他、民間で組込み技術の研修を専門に行う企業もある。これらの企業は基本的に
は大学での授業は行わず、組込み技術を備えた人材が必要な法人向けに研修サービスを行
っている。（図表 21）
なお、1988 年に通信情報技術省情報技術局（DIT：Department of Information Technology）
の直轄科学機関として設立された高等コンピューティング開発センター（C-DAC：Centre of
Advanced Computing）も、組込み技術業界における需給ギャップ解消のためのイニシアチ
ブを取り、2002 年から組込みシステムデザインのコースを開設している48。同コースの対
象者は、電子、電気、電子＆通信、電子＆器機、コンピューターサイエンスなどの学士号
又は修士号取得者である。

48

www.cdac.in、http://desd.cdac.in/ebrochure.html
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所在地

www.iitb.ac.in

www.iitm.ac.in

I.I.T Post Office
Chennai-600 036,
INDIA

4 IIT-Madras

2 IIT-Kharagpur

3 IIT-Bombay

www.iitkgp.ac.in

Kharagpur-721 302,
INDIA

Bombay, Powai,
Mumbai 400 076,
INDIA

www.iitd.ernet.in

URL

Hauz Khas, New
Delhi-110 016,
INDIA

（太字はIITの中でも特にIT人材を多く輩出している大学）

大学
インド工科大学（Indian Institute of Technology: IIT)

州／学校名

20 組込み技術に関する教育機関（大学）

1 IIT-Delhi

表
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2. Electrical Engineering

1. Computer Science and
Engineering

2. Computer Science and
Engineering

1. Electrical Engineering

2. Electronics & Electrical
Communication Engineering

1. Information Technology

2. Computer Science &
Engineering Department

1. Electrical Engineering
Department、Computer Science
& Engineering Department、
Center for Applied Research
in Electronics

組込み技術関連学部

2. 学部では選択科目としてVLSIデザインあ
り。修士でもVLSI技術の科目があり、さらに
選択科目としてVLSIデザイン、VLSIのための
CADデザインの科目もある。
博士コースでも、研究領域としてVLSIがあげ
られている。

1. デジタルロジック＆VLSIデザインラボが
ある。

2. 修士には組込みシステムのコースあり

1. 学部ではVLSI技術コースがあり、マイク
ロプロセッサーの科目には組込みシステムの
内容も含まれる。
修士には組込みシステムデザイン、CMOSアナ
ログVLSIデザイン、VLSI技術、VLSIデザイ
ン、VLSI・CAD基礎、VLSIデザインラボと
いったコースあり。

2. Electronics and Electrical
Communication Eng + Microelectronics &
VLSI DesignのDual Degree プログラムあ
り。

2. 組み込みシステムデザインラボの科目あ
り。
1. 研究対象領域としてVLSIデザインがあげ
られている。

Electrical Engineering Department、
Computer Science & Engineering
Department、Center for Applied Research
in Electronicsにまたがり共同で運営されて
いるVLSIデザインツールおよび技術プログラ
ムあり。

学科および内容

40

VLSIおよび組込み技術の研究
VLSI および組込みシステムの修士課程コー
スあり

Himachal Pradesh
PIN 177 005

Mesra, Ranchi
835215

Jharkhand
6 Birla Institute of
Technology,

Ichhchha Nath,
Surat - 395007

Nirjuli - 791 109

40

http://www.bitmesra.ac.in/

http://www.cse.nitham.ac.in/

http://www.svnit.ac.in/

http://www.nerist.ac.in

Electronics & Communication
Engineering

Computer Science and
Engineering

1. Electrical Engineering
2. Electronics Engineering

Electronics & Communication
Engineering

VLSIデザインラボが設置されている

修士および学部コースにおいて組込みシステ
ム講座あり

1. 組込みシステムコースあり
2. VLSI技術コースあり

VLSI、組込みシステム専門による授業あり

http://www.gitam.edu/default Electronics and Communication
VLSIデザイン、組込みシステム選択科目あり
.html
Engineering

Centre of VSLI and Embedded
Technology

Visakhapatnam530045,

Himachal Pradesh
5 National Institute of
Technology, Hamirpur

Gujrat
4 Sardar Vallabhbai
National Institute of
Technology, Surat 395007

Arunanchal Pradesh
3 North Eastern Regional
Institute of Science and
Technology,

Andhra Pradesh
1 International Institute
of Information
Technology,
2
GITAM University

VLSIラボあり

Electronics & Computer
Engineering

http://www.iiit.ac.in

www.iitr.ac.in

Roorkee -247667,
Uttaranchal, INDIA

7 IIT-Roorkee

2. 博士コースのプログラムにVLSI技術科目
あり。修士コースでは、VLSI専攻コースあ
り。

2. 修士コースにアナログ/デジタルVLSI
サーキット、VLSIシステムデザインあり。
学部のコースにVLSIデザインの基礎あり。
1. VLSI、VLSIデザイン専門の教授が授業を
行っている。

2. Electronics &
Communication Engineering

1. Computer Science and
Engineering

2. Electrical Engineering

1. 博士コースで、研究領域としてVLSIデザ
インがあげられている。

Gachibowli,
Hyderabad 500 019

www.iitg.ernet.in

Guwahati 781039
Assam, INDIA

6 IIT-Guwahati

準大学

P.O. I.I.T. Kanpur
KANPUR-208016 (UP), www.iitk.ac.in
INDIA

5 IIT-Kanpur

1. Computer Science and
Engineering
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Indian Institute of
Science, Bangalore

Karnataka

Malaviya National
Institute of Technology,
Jaipur

13 Kalinga Institute of
Industrial Technology
Punjab
14 Thapar University
（Thapar Institute of
Engineering & Technology)
15 Dr.B.R.Ambedkar National
Institute of Technology,
Jalandhar
Rajasthan
16

Madhya Pradesh
10 Indian Institute of
Information Technology
and Management,
11 Maulana Azad National
Institute of Technology,
Maharashtra
12
Visvesaraya National
Institute of Technology,
Nagpur

National Institute of
Technology

8 National Institute of
Technology Karnataka
Kerala
9

7

Department of Information
Technology

IT学部に組込みシステムコースあり

http://www.vnitnagpur.ac.in

Jaipur- 302017

Pumjab

P.O Box 32,
Patiala, Pin 147004

http://www.mnit.ac.in/

http://www.nitj.ac.in/
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Electronics & Communication
Engg.

Computer Science &
Engineering

VLSIデザインラボあり
その他VLSI Design Lab, Impact Computing
Lab, ASIC Design Lab, Electromagnetic
radiation research Lab, Cellular
Communication System Lab and ACAP Labが
あるが、これらの分野の専門家を養成

組込みシステム、コンピューターネットワー
ク、データベース、ソフトウェアシステムに
焦点を絞ったカリキュラム

組込みシステム科目あり

Electronics &
VLSIラボあり
Telecommunication Engineering

http://www.tiet.ac.in/index. Electronics & Communication
php
Engineering

Bubaneswar - 751024 www.kiit.org

Nagpur-440011

修士コースに、エレクトロニック組込みシス
テム科があり
VLSIデザインラボも設置しており、同ラボで
も組込み研究を行っている

学部および修士コースで組込みシステム選択
コースあり

Computer Science and
Engineering

http://www.manit.ac.in/

Bhopal-462 007

Electronics and Computer
Science

組込みシステムデザイン選択コースあり

Information Communication
Technology (ICT)

http://www.iiitm.ac.in

学部に組込みシステムコース
修士課程でも、デジタルシステム・コミュニ
http://www.nitc.ac.in/nitc/i Department of Electronics and ケーション・エンジニアリング、エレクトロ
ndex.jsp
Communication Engineering
ニクスデザイン技術、マイクロエレクトロニ
クス＆VLSIコースで、組込み技術を習得する
コ内容となっている

http://www.nitk.ac.in/

http://www.iisc.ernet.in
Faculty of Engineering,
http://www.cedt.iisc.ernet.i Centre for Electronics Design 組込みシステムデザインコースあり
n/
and Technology

Gwalior
Morena Link Road,
Gwalior- 474010

P.O.,Calicut 673601

Karnataka,
Surathkal - 575025

Bangalore-560012

Jeppiaar Nagar,Old
Mamallapuram Road,
Chennai– 600 119
Kattankulatthur 603 203
Kancheepuram Dt

20 Sathyabama University
(Sathyabama Institute of
Science and Technology)
21
SRM Institute of Science
& Technology,

24

National Institute of
Technology, Durgapur

Jaypee Institute of
Information Technology,
West Bengal

Durgapur - 713209

A-10,Sector-62
Noida-201 307

Allahabad-211004

1. VLSI デザインの講義あり

1. School of Electrical &
Electronics Engineering
2. Post Graduate Courses

2. 組込みシステム、およびVLSIデザインの
コースあり
学部ではElectronics and Communication
Engineering学科において組込みシステムお
School of Electrical Sciences よびSoCのコースあり
修士では、VLSIシステムデザインのコースあ
り

マイクロプロセッサー＆組込みシステムラボ
が設置されている

Instrumentation and Control
Engineering

www.srmist.ac.in
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http://www.nitdgp.ac.in/

http://www.jiit.ac.in/

http://www.mnnit.ac.in/

修士コースに、組込みシステム技術、および
VLSIデザインコースあり

Electronics &
Communication Engineering
(ECE)
Information Technology (IT)

ECE学部に組込みシステムラボコースあり
IT学部で組込みシステムデザインラボコース
あり

Computer Science Engineering 専門選択コースで、組込みデザインあり

Information Technology
Electronics & Communications 専門選択コースで、組込みシステムあり
Engineering
Electronics & Communication
Engineering
専門選択コースで、組込みシステムあり

School of Electronics and
Communication Engineering

http://www.sathyabamauniv.ac Electronics and Communication
VLSIラボ、および組込みシステムラボがある
.in/index.html
Engineering

http://www.vit.ac.in

Kamla Nehru Road,
http://www.iiita.ac.in/
Allahabad - 211 011

Vellore - 632 014

Uttar Pradesh
22 Indian Institute of
Information Technology,
Allahabad
23
Motilal Nehru National
Institute of Technology,

http://www.nitt.edu/home/

Thanjavur - 613 402 http://www.sastra.edu

Tamil Nadu- 620
015.

Vellore Institute of
Technology

19

17 National Institute of
Technology,
Tiruchirapalli,
Tamil Nadu
18
Shanmugha Arts, Science,
Technology and Research
Academy (SASTRA

出所：各大学ウェブサイトより作成
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15A, Velachery Road,
Saidapet (Little
www.thewesttech.com
Mount),Chennai600015

出所：各社ウェブサイト

WEST : Wireless
Embedded Solutions
and Technologies
Pvt Ltd

IET India

VECTOR Institute

Kiona Software
solution Pvt. Ltd

URL

企業概要
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同社では、組込みシステムおよびリアルタイムのオペレー
ティングシステムに関する基礎知識を伝授。既に必要とされ
組込み技術に関す
るOSに関する基本知識を持っており、技術分野における実
る研修を行う大手企
地体験を必要としている大学卒業生や専門家を対象として
業の１つ
いる。開発に必要とされるツールや技能習得のためのカリ
キュラムを準備している。

研修概要
特に、組み込みシステム関連の研修で有名。各業界の要
件に基づいて計画された各種コースを用意している。同社
#15/1, 3rd Cross,80ft
1999年に設立され の受講生は、100％がウィプロ社、ソナタ・ソフトウェア社、ズ
Road, Koramangala
http://kionasoftware.co た、電子技術関係 ケン社、モトローラ社、サムスン社、サスケン社、シーメンス
4th Block, Above
m
の研修&コンサル
社、エリクソン社、パトニ社、コンピュータ・アソシエイツ社、
Rendezvous Hotel,,
ティング専門企業 アクセンチュア社、LG ソフト社、モビアップス（インド）社、マ
Bangalore 560 034
ンハッタン・アソシエーツ社、CG-スミス・ソフトウェア社に採
用されている。
# 502, Nagasuri Plaza,
Behind
大手の組込みシス 組込みシステムのコースに関しては、コースの実用面に焦
Maithrivanam,Ameerp www.vectorindia.org
テム研修機関の１つ 点が置かれており、学生の業界における採用率も高い。
et,Hyderabad500038
India
IETは大学生に対し、通常の教育課程を補足する目的で研
修を実施している。さらにIETでは、経験を積んだ専門家の
G-2, Jhansi Enclave,
Opp. K.S. Bakers,
組込みシステムの ための研修や、経営者のためのワークショップ、ハード/ソフ
Bhagyanagar Colony,
研修を行う目的で ト技術者のための研修コースを実施することにより、業界を
www.ietindia.com
Opp. K.P.H.B,
2004年に設立され 支援。多種多様な学習者がいることを考慮しながら、広範
にわたる研修プログラムを提供している。就職を目指した長
Kukatpally,
た
期研修、長期研修、短期研修、プロジェクト指向のコースが
Hyderabad-500072
ある。

所在地

21 組込みに関する研修を施す民間企業

企業名

図表

２．１．３．組み込みソフトウェアに関するアウトソーシングの現状と問題点
インドにおける組み込みソフトウェアに関するレポートは、前述の ISA がフロスト＆
サリバンと共同で行った調査以外は見当たらなかったが、同調査では受託先/委託先国や
開発受託の技術分野には触れていない。また、業界団体の NASSCOM では、IT-ITES 産業
全般についての現状を分析しているが、組み込みソフトウェアについて特化した調査は行
っていない49。一方報道からは、日米欧のインドへの委託開発案件や、これらの企業によ
るキャプティブユニットの設立事例といった情報は入手できるが、主に IC 設計委託に関
する記述となっており50、組込みソフトウェアのアウトソーシングに関する情報は得られ
ない。インドにおける組み込みソフトウェアへのアウトソーシングの実態についてある程
度分析が可能な資料は、日本の経済産業省が行った『2007 年版組込み産業実態調査･海外
調査』である。そのため、本章では主に同調査結果を用いて、インドの組み込みソフトウ
ェアに関するアウトソーシングの現状を分析することとする。
（1）主たる受託先国／委託先国
前述の、日本の経済産業省が行った『2007 年版組込み産業実態調査･海外調査』51によ
ると、インド地場系組込みソフトウェア関連業者による同調査への回答企業のうち、71%
が組込みソフトウェア開発に関する作業を外部から受託している。受託国内訳は下記図表
22 のとおり、米国とインドがトップで 35%ずつ、合わせて 70%を占める。ただしインド
からの受託に関しては、在インド欧米 IT 企業からが多くを占める可能性が高い。次に多
いのが日本からの受託で、全体の 14%を占める。

NASSCOM 調査によれば、インド IT-ITES 産業の受託先は、2006 年度でアメリカ大陸が 67.16％、欧州
が 25.13％、その他が 7.69％となっている。組み込みソフトウェアのみついての同様のデータは発表してい
ない。
50 例としては、米半導体の AMD がハイデラバードで家電向けマイクロプロセッサー、組み込みシステム、
VSLI などの研究開発チームを拡充（2008 年 1 月 5 日 Business Line）
、米マイクロプロセッサー企業のテ
ンシリカがタタグループの Tata Elxsi に SoC 設計を委託
（2007 年 8 月 1 日 BusinessWire）
、
NEC が Wipro
と TCS に Instant Silicon Solution Platform (ISSP) structured ASICs の設計を委託（2006 年 6 月 19 日
Electronics Engineering Times）などでどれも半導体関連である。半導体関連ではない案件で唯一判明した
のは、コニカミノルタによる HCL テクノロジーへの多機能機とプリンター向け組み込みソフトの開発委託
したというもの（2007 年 7 月 11 日 コルカミノルタ社プレスリリース）である。
51 同調査のインタビュー対象企業には、半導体デザイン関連企業は入っていない。
49
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22 インドへの組込みソフトウェア受託国

図表

（複数回答）

東南アジア
4%
韓国
2%

日本
14%
米国
35%

中国
2%
インド
35%

東欧・ロシ
ア
2%

西欧
6%

出所：経済産業省『2007 年版組込み産業実態調査･海外調査』
また上記調査対象企業のうち、42％の企業が外部への委託を行っている。内訳は、下記
23 のとおりで、米国への委託がトップで 32%、ついでインド国内企業への委託が 29%、
日本への委託が 15％となっている。
図表

23 インドからの組込みソフトウェア開発委託先国
（複数回答）

東南アジ
ア
8%

日本
15%

米国
32%

韓国
3%
中国
7%

インド
29%

西欧
3%
東欧・ロシ
ア
3%

出所：経済産業省『2007 年版組込み産業実態調査･海外調査』
上記のとおり、受託・委託ともに、米国、インド（ただし在インド欧米系企業である可
能性が高い）、日本が主な相手先となっていることが分かる。これらトップ 3 で、受託先
の 84%、委託先の 76%を占める。なお、委託先に関して目を引くのが、インドから中国
への委託割合が比較的高く、7%となっていることである。なお、同調査の日本国内事業
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者向調査結果を見ると、日本からの外部委託先のトップは中国で 40%を占め、インドは
二位の 16.5％であった。
また、インドが外部委託をする理由として最も多くあげられたのが、「自社に技術が無
いいため」、というものである。日本企業が外部委託する際の理由が「開発費削減のため」
が主なものであり、米国ではこれに加えて「開発スケジュールを縮めるため」および「開
発負荷の変動に対応するため」が主な理由であることとは対照的である。
図表

24 インドからの委託の理由
1番目
%

10%

20%

30%

2番目
40%

3番目
50%

60%

70%

80%

自社に技術がないため
開発スケジュールを縮めるため
高度な専門技術が必要なため
社内ではリソースが不足しているため
開発費削減のため
グループ会社があるため
契約等で決められているため
発注元やOEMが一部の工程を行うため
開発負荷の変動に対応するため
社内リソースを集中するため
市場に近いため
運用・保守・サポート等の効率を考慮したため

出所：経済産業省『2007 年版組込み産業実態調査･海外調査』
（2）外部からの組込みソフトウェア開発受託の技術分野
インドへアウトソースされる組込みソフトウェア開発の技術分野に関する資料は入手
できなかったが、インドの組込みソフトウェア開発全体の技術分野に関しては、下記図表
16 から理解することができる。アウトソースされる技術レベルも、図表 25 とほぼ同じと
考えて良いと思われる。
インドで開発される組込みソフトウェアのソースコード52の行数を見ると、インドは 5
千～1 万行未満が全体の 44％で最も多く、次いで 2 千～5 千行が全体の 23％、つまり 2
千～1 万行が全体の 67％となっている。
しかし、日本におけるソフトウェア開発の流れをソースコードの行数で見ると、「組込
みソフト」とは呼ばれていなかった 1970 年代のソフトウェアの行数が 1000 行程度、80
年第にはこれが数千行程度に増加し、90 年代には数万行～数十万行と発達し、2000 年代
には複雑な機能を持つ家電や種々ハードウェアの要求に従って、組込みソフトの規模も数
52

ソフトウェアの元となるテキストデータ
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万行から数百万行まで幅広くなってきている。これを考えると、一般的にインドで現在幅
広く開発されている行数は、日本の 80 年代頃の水準と言える53。中国と比較しても、イ
ンドの開発行数は少ない。中国での開発行数は 2 万～5 万行未満が 34％、5 万～10 万行未
満が 20％、10 万～20 万行未満が 20％となっている。（図表 25、26 参照）
図表

25 インドにおける組込みソフトウェア新規開発行数

1万～2万
行未満
14%

1,000行未
満
4%

2 万～5万
行未満
4%

1,000～
2,000 行未
満
11%

2,000～
5,000 行未
満
23%

5,000 ～1
万行未満
44%

出所：経済産業省『2007 年版組込み産業実態調査･海外調査』
図表

26 インド、中国、日本、米国の組込みソフトウェア開発行数比較

0%

1,000行未満

1,000～2,000行未満

2,000～5,000行未満

5,000～1万行未満

1万～2万行未満

2万～5万行未満

5万～10万行未満

10万～20万行未満

20万～50万行未満

50万～100万行未満

100万～200万行未満

200万～500万行未満

500万行以上

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

インド

中国

日本

米国

注：グラフでは、数値が小さくて表れないが、日本では 500 万行以上が 0.2％ある。
出所：経済産業省『2007 年版組込み産業実態調査･海外調査』

ただし、NXP セミコンダクターのバンガロール開発センターが、07 年に 4 百万行のソースコードのある
組込みソフトを開発した、という例もある。
（1.（1）
（a）参照）
53
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インドでの開発行数が少ないのは、インドでは基本的な分野だけを主に受託していると
いうことと、組込みソフトウェアの新規開発行数の全行数に対する割合が低い傾向がある
ことも背景にあると思われる。前述の『2007 年版組込み産業実態調査･海外調査』による
と、新規開発行数が全行数の 20％未満が全体の 6 割、残る 4 割も 20～50％であり、同調
査への回答企業の 100％が、全行数の半分のみ受託しているということになる。人材育成
の項で述べたとおり、インドではスキルの高いエンジニアが不足しており、技術水準の高
いインド人技術者の給料が上昇しているが、この状況を受け中堅の欧米 IT 企業が本国へ
オペレーションを戻す例も増えている。技術水準の高い部分は本国で行い、基礎的な部分
はインドに委託する54という現状が、この調査結果にも表れている。
図表

27 組込みソフトウェアの新規開発行数の全行数に対する割合
10％未満
0%

10%

20%
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10～20％未満
40%

20～50％未満
50%

50～100％未満
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70%

100%
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90%

100%

インド

中国

米国

出所：経済産業省『2007 年版組込み産業実態調査･海外調査』
（3）受託･委託に関する課題と解決手法、品質管理
前述調査によると、インド側企業が組込みソフトウェア開発を受託する際に課題として
認識しているのは、「品質管理が難しい」、「使用や計画の変更が多い」、「開発工数管
理が難しい」という点が主なものである。
品質管理が最も大きな問題であると認識している企業が多いが、開発プロジェクト毎に
出荷前に発見される不具合の数は、20～50 とする企業が全体の 41％、10～20 とする企業
が 32％である。また、不具合の手戻り率55が、50％以上である企業が全体の 7 割近くを占
める。不具合を防ぐためのインスペクションは、全体の 5 割以上の企業が全工程で実施し
ており、一部の工程のみのインスペクションも含めると、全企業がインスペクションを実
施している。これは、中国や米国企業で、特にインスペクションをしていないと回答した
企業がそれぞれ約 20％あったのとは対象的である。
The Wall Street Journal Asia, 4 July 2007
ある工程のテストで，それより前の工程で作り込まれた不具合が見つかり，作業をやり直すことを指す。
手戻りの多さは，品質の低下や開発期間と開発費用の超過につながる。

54
55
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上記のとおり、インドでは全体的に、品質に関しては出荷前に不具合があれば、それを
手戻りで修正させており、また不具合が起こらないようにインスペクションを実施して品
質管理を行っている。
しかし、製品出荷後の不具合が起きることで、自社の経営がリスクに陥らないようにす
るための施策に関しては、意識は低いようである。各社が採っている対策をまとめると下
記図表 28 のとおりで、全体的に各項目について対策を施している企業は 1～4 割程度であ
る。
図表

28 製品出荷後の不具合に伴う経営リスクを低減するための施策
はい
0%

10%

20%

30%

40%

いいえ

50%

60%

70%

80%

90%

100%

製品としての安全規定
IEC61508に準拠した機能安全規定
企画・開発工程でのリスク分析
不具合発生時対応策の事前準備
危機管理統括部門の設置
安全管理者の任命
安全管理に関する第三者アセスメントを受けている
全従業員に対する製品安全教育の実施
製品ドキュメントに安全に関する記述がある
顧客に対する安全教育等の実施
損失補償の保険に入っている
保険料率をリスクの査定に応じて決めている
その他
特にない

出所：経済産業省『2007 年版組込み産業実態調査･海外調査』
受託に限らず、組込みソフトウェア開発全般の課題として各社が挙げる内容は下記図表
29、その解決策として挙げられたのが図表 30 である。品質向上、生産性向上を最も重要
な課題として挙げており、その解決策として考えられるのが、プロジェクトマネージャー
のスキル向上、開発手法および技術の向上、新技術の開発･導入である。全体的に、スキ
ルと技術を向上させる必要があると感じている企業が多いことが分かる。
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図表 19 組込みソフトウェア開発における課題
1番目
%

10%

20%

30%

2番目
40%

3番目
50%

60%

70%

80%

設計品質の向上
生産性の向上
新技術の開発
開発コストの削減
開発期間の短縮
開発能力（量）の向上
新製品の開発
製品安全性の確保
製造品質の向上
市場の拡大

出所：経済産業省『2007 年版組込み産業実態調査･海外調査』
図表

30 組込みソフトウェア開発の課題を解決するための有効な手段
1番目
%

10%

20%

30%

2番目

3番目

40%

50%

60%

70%

プロジェクトマネージャのスキル向上
開発手法・開発技術の向上
技術者のスキル向上
管理手法・管理技術の向上
新技術の開発・導入
開発環境の整備・改善
経営者・投資家の理解
プロジェクトマネージャの確保
技術者の確保
委託先の確保・能力向上
開発製品数・開発量の削減・最適化
その他

出所：経済産業省『2007 年版組込み産業実態調査･海外調査』
なお、委託に関する課題として取り上げられているのは、委託先の技術レベルの把握が
難しく、委託のための使用や計画を確定するのが難しいという点であった。
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２．１．４．組込みソフトウェア産業振興に関する日本協力の現状とニーズ
インドの組込み産業振興のための課題は、前述までの内容をまとめると下記のとおりと
言えよう。
直接要素
・ 人材確保・人材育成
・ 技術向上
間接要素
・ 通信インフラ整備
・ サービス輸出入促進のための法整備
・ 知的財産に関する法制度整備
ある日本の半導体業界識者によると、インドに VLSI デザインや関連ソフトウェア開発
の委託を決める決定的要素は「実績」だと言う。「実績」がしっかりしている企業の背景
にあるのは、優れた技術者群と、要望に見合った技術水準である。さらに、実績がある上
に、その企業とコミュニケーションがスムーズに取れる必要があるという。この場合、コ
ミュニケーションは言葉の問題ではなく、膨大な電子ベースのデータのやり取りがスムー
ズに行えるか否か、という問題である。この現場の声を考慮すると、インドの組込みソフ
トウェア関連企業の実績が上がるような協力、つまり、人材育成およびそれに直結する技
術向上に対する協力が最も望まれているのではないかと考えることが出来る。（なお、電
子データのスムーズなやり取りに関しては、通信インフラ環境整備に直結するが、これは
インドの通信事業のテーマとなるので、ここでは議論しない。）
前章までに述べたとおり、インド政府は組込みシステムおよび VLSI デザインを重視し、
人材育成政策を取ってはいるが、日々進展する技術スピードに常に見合った教育カリキュ
ラムを提供するには、民間企業との提携が欠かせない。この分野でインド側の教育機関に
対し積極的に協力を行っているのは、米系大手半導体関連企業である。自社における人材
確保という、各社の将来的利益につながる目的があるにせよ、これら米系大手企業の協力
はインドにおける同産業の人材育成の要となろう。この分野において、日本の協力に関す
る実例は、今次調査における文献調査からは見当たらなかった。ただし、米系大手企業が
行っている人材育成分野の協力は、上記でも軽く触れたが各社の中・長期的利益に基づい
て行われているわけであり、日本の関連各社が米系企業と同じ考え方でインドの人材育成
に協力するのが、日本企業にとって有益か否かは、日本企業各社が今後分析を行い判断す
ることになるであろう。
企業レベルではなく、政策レベルで考慮すると、インド政府が 5 年ごとに策定する「5
カ年計画」の次期計画（第 11 次 5 カ年計画）の最終案発表が、2008 年 2 月中または 3 月
に行われるはずである。インド政府はこの計画をベースに詳細な対策を制定していくので、
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日本側はこれらの計画の発表の内容を注視し、インド政府が必要としており且つ日本側が
協力出来る分野を見つけ、インド側と対策を一緒に練るのもより良い協力を進める一つの
手となるだろう56。
２．１．５

タタコンサルタンシーサービス（TCS)

(１) 企業概要
TCS は、1968 年インドのムンバイに設立されて以来、世界 41 カ国、150 箇所にオフィ
スや開発センタを展開し、グローバルな IT コンサルティング企業として、ワールドワイ
ドのサービスを提供しているインド IT の最大のベンダ。昨年 11 月、日本における組み込
みシステム関連事業の拡大に向けた計画を発表した。TCS 社は今後 12 カ月間で約 1000
万米ドルを投資して，組み込みシステム関連の研究開発拠点「Tata Research Design and
Development Center（TRDDC）」をインドのプネに新設する。併せてプネには，組み込み
システムに特化した日本向けのオフショア開発拠点を設置する。同社の日本法人であるタ
タ コンサルタンシー サービシズ ジャパンのオフィス内にも組み込みシステム向けの研
究部門を置き，最初はインドと日本で合計 100 人の技術者が日本企業からの組み込みシス
テムの開発を請け負う計画。
売り上げ：43 億 US ドル

(TCS FY 2006-07)

当期純利益：9 億 5043 万ドル

(TCS FY 2006-07)

社員数：108,000 人(TCS FY 2007-08 第 3 四半期)
顧客数：850 社以上
研究所：19 箇所(世界中に設置)
資格：全社で CMMI レベル 5 と PCMM レベル 5 を達成した世界初の企業。
（２）

組み込みシステムに対する取り組み

TCS の組み込みソリューションは、Engineering and Industrial Services(EIS)部門の各ビジ
ネスユニットに組み込まれ、各ビジネス毎に最適なソリューションを開発している。EIS
部門は、企業内でのディジタル化が進む中、エンジニアリングと業務情報管理の結びつき
が密接になっている顧客に、｢Common Enterprise Management｣アプリケーションや技術プ
ラットフォームをベースに、バリューストリーム上での情報の統合を提供し、製品のエン
ジニアリング、生産設備、資本や生産の効率的な管理などの統合も提供している。TCS
はこの分野において 25 年以上にも及ぶ豊富な経験を有し、TCS のソリューションは EIS
分野を対象に、プロダクトエンジニアリング、プラント・オートメーション・サービス、
プラント・デザイン・エンジニアリング、製造業向け組み込みソリューション、エンター
56 例えば、第 11 次 5 カ年計画の IT 作業部会が提案している、産学連携で高度な研究･開発活動を行うセン
ター･オブ･エクセレンス（CoE）の設立などは、日本企業、インド企業、日本政府、インド政府が協力でき
る良いきっかけになるかもしれない。
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プライズ・アセット・マネジメント、ソーシング・マニュファクチャリング・サービスな
どのソリューションを提供している。カバーする製造業は、自動車、航空、産業機械、重
工業、通信、医療、家電、半導体等である。EIS ビジネスユニットは TCS の様々な戦略
の中核であり、多種多様な技術を保有する真のグローバルサービス企業として、顧客に価
値あるサービスを拡大提供してきており、2007 年度 2.4 億ドルの売り上げを 2010 年には
10 億ドルに伸ばす計画である。
図表 31

TCS

EIS 事業概要
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図表 32

TCS EIS の事業内容

TCS 社は、2007 年 11 月 12 日に都内で「日本における組み込みシステム関連事業の拡大に
向けた計画」を発表し、日本での組み込みソフトウェアの受託開発や IP の提供を行う。また、
日本向け組み込み技術者を現在の 500 名から 2011 年には最大 4000 万人まで増員する計画。
特に、自動車、家電、通信機器、OA 機器の 4 分野に注力していく。またそのため、インド
のプネに組み込みシステム関連の研究開発拠点「Tata Research Design and Development Center」
を設置し、日本向けのオフショア開発拠点を設置し、さらに日本の横浜にも研究拠点を開設
する。
TCS 社は、人とプロセス、インフラのフレームワークであり、協力性に優れた Global
Network Delivery Model を活用することで、顧客企業のイニシァティブの成功を実現すること
を追及している。
（３）

アウトソーシングの現状と課題

TCS 社の EIS 部門の組み込み技術者は約 4000 名、そのうち 60-70%が技術者である。欧
米とアジア（殆ど日本）との売り上げ比率は、米:欧:アジア=64%:24%:12%(日本は 9%)。
日本の顧客は、日産、東芝等(その他は公開されていない)。
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TCS 社が提供する、ソリューションは、製品の包括的な設計と試作品製造サービス、機
能モデリングとシステム設計、ソフトウェア開発、ハードウェア開発、チップ開発・
FPGA(Field Programmable Gate Array)開発、Verification &Validation、信頼性設計と設計分
析、環境コンプライアンス、梱包設計とパッケージングといった全てのプロダクトライフ
サイクルを包括しています。オフショア開発では、分担に関しては、個別顧客要求毎に定
めている。一般に、要件定義から作業分担までは日本で、共同で行い、それ以降のプロジ
ェクト開発、結合検証はインドで行う。
図表 33

TCS プロジェクトのライフサイクル

プロジェクトは独自のプロジェクト推進マニュアル及び、支援システムに従い進められ、
プロセスごとに進捗レビュ、承認、サインを取り交わしてすすめることが規則化されてい
る。その徹底振りが、日本企業との軋轢になることもあるが、実績が評価され最近は理解
が進んできたとのこと。
日本企業とのオフショア開発で重要なのは、コミュニケーション、言語だけではなく仕
事の進め方の背景にある文化的な理解が重要とのこと。特に新しいプロジェクトでは、コ
ミュニケーション不足から、お互いの期待値が一致せず、問題を多発する傾向にある。密
な打ち合わせを重ね、ユーザの要件を明確にしていく。また TCS から、標準化された TCS
手続きを提案し、それに従いユーザをコーチして進めることもある。一般に、欧米企業に
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比べると、日本の企業はオフショア開発の経験が不足していると感じている。細分化され
たプロジェクト管理手法等、オフショア開発では必ずしも適していない、TCS ではプロ
ジェクト開始時に十分時間をとって日本側に理解してもらうようにしている。
日本とのオフショア開発で、日本のプロジェクトにはハイテク分野、品質へのこだわり、
高い規律等は我々側にとっても非常に刺激になった。欧米企業は、一般に日本企業に比べ
ると、オフショア開発の経験が豊かなこともあり、自社の得意分野以外をアウトソーシン
グし、コスト削減に目がいきがちな日本企業とスタンスに大きな差異を感じている。その
他、プロジェクトに対する柔軟性、リスクシェアといった点でも彼らのほうを高く評価を
している。我々は、両方が見える立場にあることから、お互いのよい点を反対側に提案す
ることで、我々の付加価値をさらに高めていきたいと考えている。
（４）

人材育成の現状と課題

人材は、IIT 他の有力大学から厳しい選抜試験を経て獲得し、EIS では、入社後 4 ヶ月
組み込みシステムのハード/ソフト/システム教育と業種別エンジニアリング教育を行う。
以降は、コンピタンス開発プログラムに従い、年 2 回程度の社内研修で専門技術者教育を
行い厳しい競争で専門技術者、プロジェクトマネジャの育成を行っている。日本対応の技
術者には 4 ヶ月の教育コースを提案しており日本語検定 3 級の取得を狙う。南部ケララ州
のトリバンドラムには常時 600 人の社員教育が可能な施設があり、新入社員含め常時研修
コースが行われている。常時入社申し込みが殺到し、かつ優秀な人材が確保できているこ
とで問題はないとのことであった。いくつかの大学と組み込みシステムのコース運営で協
力しているが、冠講座といった形では行っていない。
TCS の離職率は、6%。インドの平均 14-15%に比べると非常に低い。理由を聞くと、技
術的な先進性のある職場であることに加え、整った研修コース設備及び、希望を確認しな
がら他部署へのローテーションを適切に行い、社員が挑戦できやすい環境つくりに勤めて
いるからとのことであった。
２．１．５
（１）

ウィプロテクノロジーズ (Wipro)

企業概要

Wipro は、1945 年ピーナツ油精製会社として設立、1980 年 Sentinal Computer Corp, USA
から技術供給を受け、ミニ・コンピュータの製造を開始し IT 産業に進出した。現在ワー
ルドワイドにサービスを提供しているインド IT 業界第 2 位のベンダである。世界、29 カ
国 36 箇所に開発センタを展開している。ウィプロは、グローバルな IT サービスを提供す
るオフショア専門会社であるウィプロテクノロジーとインド国内と周辺国を担当するウ
ィプロインフォテックから構成される。日本市場に進出しているインド企業の中で、売り
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上げが一番高いのはウィプロである。特に組み込み系が強く、国内売り上げの 70%を占
める。顧客は、東芝、オリンパス、オムロン、NEC、富士通、他。ウィプロの日本法人に
よると、日本の従業員は約 400 名(日本人：150 名、インド人：250 名)であるが、その 70%
が組み込み系技術者とのことである。またインドで日本向けオフショアビジネスにかかわ
る組み込み系技術者は 1600 から 1700 名いる。2007 年ウィプロテクノロジーは、シンガ
ポールにある半導体設計子会社のオキ・テクノ・センター・シンガポール、Nokia Siemens
Networks 社がドイツのベルリンに所有する無線アクセス関連の研究開発拠点等を次々に
買収し、組み込み系でのオフショア開発力の強化を図ってきている。組み込み系のオフシ
ョア開発受託の地域別比率を見てみると、米国 6 対欧州 3 対日本 10 である。企業システ
ムでは、6 対 3.5 対 0.5 であることから、組み込み系の比率が高くなっていることが窺え
る。
売り上げ：34 億 6700 万ドル
純利益：6 億 7677 万ドル

(Wipro FY2006-2007)

(Wipro FY2006-2007)

社員数：7 万 5000 人
顧客数：620 社以上
研究所：組み込み系 1 万 3500 人
資格：ISO9000、PMCC、CMMI、CMM レベル 5
(２) アウトソーシングの現状と課題
Wipro の組み込みソリューションは、Product Engineering Solutions Division が担当してい
る。携帯電話、AV 機器、自動車、半導体、医療、ディジタルカメラの組み込みソフトウ
ェア開発に加え装置のプロトタイプ開発も手がける。Wipro では、ハード設計者も約 2000
人抱えており、ハード/ソフトの開発経験の豊富さを他者差別化としている。Wipro では、
企業システムのオフショア開発では、オフショアインドでの開発担当の割合が 60%程度
であるのに対し、組み込み系では、90%であり、その差は仕様確定で、組み込みのほうが
容易であったとしている。
日本とのオフショア開発で国内企業から挙げられていた課題、仕様確定、コミュニケー
ション、品質確保、メンテナンスについて Wipro の対応について伺った。
仕様決定については、上流工程で 90%以上の仕様決定を行うことを心がけており、お客
との相互理解を一致させることが重要であるとしている。プロジェクト開始後は、これま
での経験をベースとした独自の方法論に基づいたプロジェクト管理体系、ドキュメント体
系、承認プロセスをお互い理解したうえでプロジェクトを進めている。組み込み系で多発
しやすい仕様変更にも耐えられる管理ができるようにし、柔軟性は確保している。
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コミュニケーションでは、Wipro 日本市場参入時、コミュニケーションネックで事業拡
大ができなかった経験から日本語ができる技術者を増やすことに心がけてきている。ベー
スとして現在、現場に出る技術者には 6 ヶ月の日本語研修を受講させ、お客とビジネス会
話ができるレベルに到達させるようにしている。毎年約 70 名の受講がありこれまで約 300
名以上のインド人技術者が日本語でビジネスを進めているとのことである。日本語検定 1
級取得者は約 20%に達した。
品質確保では、インドに 7000 名からなるテスティングチームと、顧客毎に検査の標準
化システムを開発し、ユーザ要件に合わせた検査を実施することで、国内と同等以上の品
質向上を達成している。
メンテナンスでも、日本と同じ実行環境を構築し、事故発生時には、同センタで事故を
再現させ、問題解決の促進を図っている。このための 24 時間、356 日運用のリカバリセ
ンタを構築している。
（３）

人材育成の現状と課題

Wipro では、毎年新卒 1 万名、中途採用 1 万名を採用している。毎月約 2000 人増えて
いる勘定で、2010 年には 15 万人にする計画。組み込み系の比率が高まっており、新入の
約 40%近くになっている。IIT(Indian Institute of Technology)等と提携し 3 年次の優秀学生
を面談し、入社候補生を獲得し、インターンシップ、卒論テーマ等をとおして卒業後の入
社をスムーズにしている。
IT 技術者へのニーズは高く、インドの平均転職(離職)率は 15%以上であるが、Wipro で
は 6-7%である。研修コースの充実、Wipro 独自に定められたスキル基準に従ったキャリ
アアップパスの明確化、配置換え等人事管理できめ細かい手当てをしているとのことであ
った。技術者の標準的なキャリアアップは、新卒の場合、3-5 年で主任、5-10 年でマネジ
ャとのこと。
企業内研修のために、同時に 5000 人教育できる教室設備と 150 名を超える教育担当者
を抱えている。またイリノイ工科大学、バンガロール経営大学と提携し研修コースを開発
している。

２．１．６
（１）

インフォシステクノロジ（Infosys Technology Ltd）

企業概要
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Infosys は、1981 年設立以来、ソフトウェア・サービスの戦略的オフショア・アウトソ
ーシングのパイオニアとして、全世界の顧客企業にコンサルティングおよび IT サービス
を提供している。同社は、業界第 3 位の IT ベンダであり、全世界に 80,501 人(2007 年 9
月現在)の社員を擁する。
オフショア・アウトソーシングのパイオニアとして、Infosys は、グローバルソーシン
グといったトレンドを活用し、テクノロジを活用するエンドツーエンドのビジネス・ソリ
ューションを提供してきた。
Infosys の組み込みシステム開発は、Product Engineering(IPE) Group が担当している。組
み込みシステムグループは 12 年の歴史があり、開発に従事している技術者も 5,500 名を
超えている。昨年組み込み系開発力強化のため、上海に組み込み系の開発センタを開設し
た。IPE グループがカバーする分野は、自動車、航空機分野、コンピュータ周辺機器分野、
家電分野、半導体分野、ネットワーク機器分野、ストレージ分野と幅広い。顧客名として、
Lucent、Cisco、Nortel といった通信系大手の名前があげられた。日本向け事業については
明確にお答えいただけなかった。但し日本での事業拡大のためブリッジ SE 及び、システ
ムローカライズのために日本人技術者の確保を進めているとのこと。
欧米アジアの全体の事業比率は、米：欧：日=60：30：10 である。また、企業向け IT
事業と組み込み事業の事業規模比率は、グローバルでは 85:15 であるが、日本は、80:20
で組み込み比率が高いそうである。
売り上げ：30.9 億ドル
純利益：8.15 億ドル

(Infosys FY2006)
(Infosys FY2006)

社員数：7,2241 (Infosys FY2006)
顧客数：500 社以上

93%リピートユーザ

資格：CMMI レベル 5、PCMM、Six Sigma、BS7799
（２）

アウトソーシングの現状と課題

組み込み系のオフショア開発の事例の話は聞けなかったが、日本企業とのオフショア開
発では、日本固有の問題があるわけではない、プロジェクトの理解だけでなく日本人の発
想の理解が重要であると強調していた。一般的に欧米に比べて決断が遅いが、致命的な問
題となるようなことは今のところないとのことであった。一般的に、新規プロジェクトで
は、相互理解に工数がとられ、リソース展開が遅れる、アウトソースすることに対する抵
抗があり情報共用が進まないといったことがある。これも日本だからということはないと
のことであった。
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彼らは、独自の分散型プロジェクト管理のフレームワーク「Global Delivery
Model(GDM)」によって、時間およびコストの正確な予測にもとづくスケジュール短縮を
実現し、大規模で複雑なオフショアプロジェクトで実績を上げてきており、日本とのオフ
ショア開発でも、その価値をアピールしている。図 35 にその考え方を示す。
図表

（３）

35

Infosys プロジェクト管理フレームワーク

人材育成の現状と課題

人材の確保には特に困っていない。TCS 同様、IIT 大学卒者中心に優秀な学生を確保し
ている。特定の技術力を見るよりは分析力、理解力を重視しているとのこと。南インドの
Mysore に研修センタを設立した、1 万 4000 人が同時に研修を受けることが可能である。
新入社員は、研修期間約 3.5 ヶ月の初期教育が与えられ、試験で合格ラインに達しないと
本採用にならない、採用率は、30%程度とのこと。毎年、100 万件の応募があるといって
いた。毎期 3000 人の増員中とのことで、訪問日も、交通ストにも係らず多くの応募者が
ロビーで面接を待っていた。
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２．２

タイ

２．２．１

ＩＴ産業と組み込みソフトウェア産業の位置付け

（１） 組み込みソフトウェア産業振興に関する活動

タイでは、過去数年幾つかの機関により組み込みソフトウェアテクノロジロードマップに関する調
査・研究が行われてきた。2003年には電気・電子学会による研究とＩＴ調査状況に関する研究がなさ
れ、2004年にはタイの科学技術省とタイ学術研究会議による研究がなされた。2007年には、国家電子
コンピュータ技術センタ (NECTEC)により研究がなされた。

（ａ）タイにおける組み込みシステムテクノロジに関する研究・開発

NECTECの調査報告「タイのテクノロジ基盤に最大の影響を及ぼすと考えられる組み込みシステムの
世界規模のトレンドと研究開発プログラムに関する研究」（2005年Information Society Technologies）に
よると、タイの2003年の組み込みシステムの研究開発費はおよそ3.68億バーツ、国の研究開発費全体の
2.38％で、ICT関連の研究開発費の68%を占めていた。

図表36 タイの研究開発費比較

単位：100万バーツ

研究開発費全体

1996
5,528.13

1997
4,811.23

1999
5,021.76

2001
11,064.99

2003
15,499.20

ICT研究開発費

280.42

108.49

155.89

406.95

542.47

組み込みソフトウェア研究開発費
(ICTの68％)

190.68

73.77

106.00

276.73

368.88

人材開発に関しては、VDC Co., Ltd.の調査によると、2005 年に全世界で 460,000 人の組み込みソフト
ウェア開発者が報告されており、2007 年には 530,000 人に増加する、年間約 10％の増加が見込まれる
とする。タイには 2005 年世界全体の 0.25％にあたる 1,150 人の開発者がいたがソフトウェア産業推進
機構(SIPA)は、現在の市場拡大に従い 2010 年までに少なくとも 10,000 人を育成すべく計画目標を立て
た。

NECTEC が実施した政府・教育・産業分野 56 団体への組み込みシステムの研究に関する調査の結果
によると、最も多くの研究が行われたのはソフトウェア製品に関するもの（53.57％）で、次に家庭用
電化製品、通信機器、農業エレクトロニクス、自動車エレクトロニクス、ヘルスケア・医療機器、玩具、
その他工業製品と続く。
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タイの組み込みソフトウェア開発力の強さは、大学での国内外のロボットコンテストへの関心の高ま
りがもたらした。教育機関のインストラクター、エンジニアといった多くのマイクロコントローラの専
門家コミュニティが形成された。また、タイの学生向けに様々なエンジニアリング研修コースも開かれ、
この分野の専門家や学生の集まるコミュニティには、豊富なマイクロコントローラソフトウェアの開発
ツールの提供が受けられる環境もあった。

弱点は、一般の企業が開発よりテクノロジの導入を選択したことから、システム開発技術力でタイ人
開発者が及ばない領域ができてしまい、キャリア開発に関する技術力獲得ガイドラインも無く、知識と
経験の体系的獲得ができなかった。タイはマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、センサーやア
クチュエータを国外から輸入せねばならず、製品開発能力はマイクロコントローラやマイクロプロセッ
サの機能で制約を受けることとなり、組み込みシステム産業は競争力を持つにいたらなかった。投資に
関しても、政府・民間からのサポートが断続的であったということも継続的育成に課題を与えてきた。

図

37 タイの組み込みソフトウェア調査

（ｂ）組み込みシステムテクノロジ開発の傾向

政府・教育・産業分野 56 団体と起業家や研究者への調査結果によると、タイの組み込みシステム開
発は小型の無線機器開発に移ってきている。この機器の開発では、使いやすさ、物理的構造とマイク
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ロプロセッサのメモリフットプリント(最小メモリ容量)に適合するコンパクトな実装、そして様々な用
途への適応性が重要で、メーカーの様々な要求に対応することができることが必要となる。

開発ではアプリケーションの領域を広げるために多くのセンサー、アクチュエータ、他のハードウ
エアと一緒に動作するシステムと、種々の処理能力を持つ安価なマイクロチップコントローラに重点
が置かれてきた。新しいアプリケーションは、このような高機能で高効率な IT 基盤の上に開発されて
くる。たとえば、RFID システムが多くの場面で利用されるようになり、ユニークな機能を搭載した組
み込みシステムが新しい市場を開拓することになるであろう。また、高いセキュリティ、高い信頼性
への対応が求められる。ガス水道と同様使用量に応じて課金される IT サービスが出てきている、投資
拡大でより柔軟な IT 基盤が構築できてくれば、大きくビジネスも変わっていくだろう。

今後需要が高まる分野は、多様な機能が実装された家庭用電化分野である。組み込みシステムは、
薄型テレビ（液晶テレビ、プラズマテレビ）、プロジェクターの高機能化や、エアコンの消費電力制
御等でさらに使用されることになる。

（２）タイにおける組み込みソフトウェアテクノロジロードマップ

以下にタイの組み込みシステムテクノロジのロードマップを示す。タイの組み込みソフトウェアテ
クノロジ R&D と、家庭用電化製品と自動車エレクトロニクス産業の短期(1,2 年)、中期(3,5 年)、将来(5
年先)に関するロードマップを示す。

図中に出てくるキーワードを下記に説明する。

マーケット(market)
タイの組み込みシステムテクノロジで競争力を高めたい産業。その産業は、家庭用電化製品、通信
機器、コンピュータ、自動車エレクトロニクス、農業エレクトロニクスである。特に、農業エレクト
ロニクス は、タイの将来にとって重要なマーケットと考えられている。

製品(product)
組み込みで注目している高付加価値製品。家庭用電化製品（オーディオ・ビデオ、コンプレッサー、
テレビ）、コンピュータと付属機器（HDD、モニター、プリンター）、電子装置（PBA,

IC組立品、

電力供給装置）、自動車エレクトロニクス機器等である。

テクノロジ(technology)
組み込みシステムは、多くの領域の知識を必要とする複合的技術である。その要素となる組み込み
系技術分野を示す。基本要素（ハードウエアと基盤ソフトウェア）、高い可用性、高信頼性等を実現
するミドルウエア、開発・テストツールが組み込みシステム技術のバリューチェインを構成する。
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プロセス(process)
産官学が組み込みシステム改革を展開するに必要となる各種プロセス。

人材(people)
製品とテクノロジ及び研究開発に必要となる人材開発。しかし、その多くの領域で人材が不足して
いることが判明している。
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図表

38 組み込みシステムテクノロジロードマッピング（全体図）

図表

39 組み込みシステム、テクノロジロードマッピング（詳細）
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図表

40 家庭用電化製品産業組み込みシステムロードマップ(全体図)

図表

41 組み込みシステム、テクノロジロードマッピング（家庭用電化製品、携帯電話産業）
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図表

42 自動車エレクトロニクス産業組み込みシステムロードマップ

図表

43 組み込みシステム、テクノロジロードマッピング（自動車エレクトロニクス）
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２．２．２

オフショア開発の現状と課題

タイは世界で最も魅力的なオフショア先の一つである。A.T. Kearney Global Services Location Index
(GSLI)の調査によると、2007 年、3 つの要素；経済的魅力、人材とスキルのアベイラビリティ、ビジ
ネス環境の観点で、タイは 4 位にランクされた（2005 年は 6 位）。英語が話せる人数が少ないにも関
わらず、安価なインフラと人件費が、多くのアウトソーシング企業を引き付けた。ランクの詳細は以
下に記載。

図表

44 オフショア先ランキング（A.T. Kearney Global Services Location Index (GSLI)の調査）
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よく整備されたビジネス基盤とアジアの巨大マーケットへの近接さから、タイは地域の物流ハブと
なっている。地理的にバンコクは上海と台北以外のアジアの都市から最も近いアジアの中心に位置し
ており、輸送経費、正確な配送、供給と流通ネットワークへのアクセスで優位に立って入る。また、
タイ人の仕事への考え方・誠実な姿勢が評価され、アウトソーシング企業を引き寄せる重要な役割を
果たしている。

政府もさらにアウトソーシングセンターとしてのタイのポジションを強化する政策を推進している。
たとえば、タイの投資委員会は様々な個別の税制上と非税制上の優遇措置を与えている。

これらの要因から、多くの大手グローバル企業がタイでのオペレーションを立ち上げている。とり
わけ、アセアンへの流通の便から、自動車分野、電子・電気機器分野の企業が多く参入している。た
とえば、ホンダ、いすゞ、トヨタ、GM、三菱自動車といった世界の自動車メーカーがタイに生産拠点
を展開し、タイでは年間200万台以上の車の生産能力を持つにいたった。また、それにあわせて関連部
品・部材開発会社など裾野産業もタイへの投資を積極的に進めてきている。

事業ニーズは拡大してきているが、タイでは組み込みソフトウェアに関わる人材が少なく、学術機
関、産業界と政府間でこの問題解決に向けた活発な議論が進められている。より多くのマーケット開
拓で、組み込みソフトウェア開発経験がキャリアパスとなり、より多くの人材の流動を促す必要があ
る。言語熟達度に関して、英語・日本語を話す人は少ないが、現時点では、多くの組み込みソフトウ
ェア企業にとって大きな問題となっていないようである。これは、タイでのオフショア開発がプログ
ラミング、テスト等下流が主流でオフショアリング企業とのコミュニケーションが限られているため
と思える。将来タイ側で上流のプロジェクトを推進していくには、言語熟達度の改善が必要であろう。

２．２．３

人材開発の現状と問題

調査によると、組み込み系産業のエンジニアと専門家、教育機関と政府の研究部門の研究者と開発
者は、人数とスキルの両面で不足している。エンジニアリングと IT の基礎教育、OJT 含むインターン
プログラム、スカラーシップの強化と組み込みシステムコミュニティの育成が必要である。

SIPA による調査によると、2005 年には約 49 の組み込みソフトウェア関連企業があり、人員の合計は
約 540 人であった。大学と研究機関の研究者を入れると、タイの組み込みソフトウェア開発者は約
1,150 人（全世界 460,000 人の約 0.25％）と推定された。SIPA が、現在の市場拡大に対応するため立て
た、2010 年までに少なくとも 10,000 人を育成するとした計画目標を達成するには、今後タイは毎年
60％の割合で開発者を増やす必要がある。

現在のところ、組み込みソフトウェアに関連する学部があるのは 24 の国営大学で、これらの大学の
年間の卒業生は約 7,500 人である。
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図表 45 国営大学卒業のエンジニアの人数
学部

1999

2000

2001

2002

2003

2004

電気・電子工学

2,050

1,627

1,374

1,423

1,215

1,894

通信通信工学

340

259

289

289

330

271

コンピュータ工学

723

849

639

696

477

815

生産工学

1,123

1,125

1,005

1,238

976

1,539

メカニカルエンジニアリング

1,425

1,299

932

1,069

882

1,311

その他（農業工学、環境工学、など）

1,539

3,134

3,132

3,151

3,595

2,997

合計

7,200

8,293

7,371

7,866

7,475

8,827

インダストリアルエンジニアリング

アンケートに回答いただいた、組み込み系企業の開発技術者の分類を下表にまとめる。

図表

46 アンケートに回答いただいた 56 社の人材配置

ハードウエア

ソフトウェア

種類
CPU/MCU (24)
ID (0)
FPGA (17)
チップ(31)
ASIC (9)
その他 (1)
Design Issues (15)
Specific (7)
PCB (18)
その他(1)
電源(11)
通信機器(18)
システムコンポーネン
センサー・アクチュエータ(14)
ト (24)
メモリー(7)
ディスプレイ(9)
機械部品(9)
開発者ツール(9)
大量(4)
スモールスケール(3)
生産(31)
R&D (18)
プロトタイプ(25)
プログラミング言語(21)
GPOS (1)
ミドルウエア(16)
RTOS (11)
CODE (4)
Communication (17)
プロトコル(18)
Security (4)
Case (2)
開発者ツール(14)
Software Engineering (13)
合計
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人数(HR)

42

38

80*

人材育成に取り組む、タイ組み込みシステム協会（TESA）は、アーキテクトと、デザイナーとプロ
グラマの３つの主要なカテゴリーでより多くの人材を育成する計画を立てている。2010 年にはプログ
ラマ約 1000 人、2015 年には 2000 人に増やし、2020 年には 4000 人を育成する計画である。育成の更
なるステップとして、多くのデザイナーを育成することで、それをとおしてアーキテクトと専門家が
輩出する。2010 年に 50 人のデザイナー、2015 年までに 200 人、2020 年までに 800 人のデザイナーの
育成を計画している。一方、組み込みアーキテクトと専門家は 2010 年には約 50 人、2015 年には 200
人、2020 年には 800 人に増える計画。
同協会はまた、「適切な需要に応じて適切な仕事に従事できる適当な人材を育てる」として産業界
と教育機関をブリッジした ESTATE (Embedded Systems Training Alliance for Thai Engineer) プロジェクト
を推進している。このプロジェクトは、JETRO, AOTS と Technology Promotion Agency (Thai-Japan)との
協力により、タイ人エンジニアを 1 年間日本企業でインターンとして組み込み系技術を習得させる研
修プログラムである。

また、NECTEC は、「組み込みソフトウェアテクノロジロードマップ」に従いアクションを進めて
きた。推進内容には組み込みソフトウェア研究プロジェクトの立ち上げや、組み込みソフトウェアカ
リキュラム開発、組み込みソフトウェアオープンソースコミュニティの立ち上げ等が含まれていた。
2004 年 NECTEC の組み込み系研究開発に拠出された資金とその分野を下図に示す。

図 47 2004 年の組み込みソフトウェア R&D への NECTEC からの資金拠出
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単位：100 万バーツ

２．２．４

タイの組み込みシステム企業及び団体

タイの組み込みソフトウェア産業への投資を見てみると、トヨタ、ソニー、パナソニックといった
複数の日系企業が、事業展開及び人材確保の観点でタイに進出しており、タイの組み込みソフトウェ
アのより高い専門能力育成の支援をしている。以下に、現地でヒアリングをお願いした組み込みソフ
トウェアに関連する企業、団体の組み込みシステム対応状況の概要をまとめる。

２．２．５

Toyota Tsusho Electronics (Thailand) (TTET)

(１) 企業概要
TTET は、豊田通商エレクトロニクス、及び Toyota Technical Center Asia Pacific Thailand (TTCAP-T)
が 3200 万バーツを共同出資し 2005 年に設立した。事業内容は、成長著しい自動車の電子制御ユニッ
ト(ECU)向け、組み込みソフトウェアの開発(設計、プログラミング、テスト、品質管理)である。顧客
は、タイ及び日本のトヨタグループ及び、日本の日産である。来年度から、欧州及び中国でのビジネ
ス拡大を図りたいとしている。社員数 140 名のうち、技術者は 100 名程度である。この 4 年間で技術
者 600 名以上に拡大する計画。

売り上げ：240 バーツ(FY2008)
純利益：未公開
社員数：140 名(技術者 100 名、セールス 40 名)
顧客数：10 社
資格：未公開

(２) アウトソーシングの現状と課題
TTET の組み込みソリューションは、100%日系企業、自動車産業向けに特化している。分担は、仕
様決定と総合テストを日本が担当し、それ以外の設計、プログラミング、テスト、品質管理まで、タ
イ側で行う。特に品質管理では、エンジン ECU、シャーシ ECU、車体 ECU、それ以外と自動車に関
する全ての ECU ソフトウェアの品質管理を行うことができることを強調している。テストでは、独自
に開発した QAC(Quality Assurance Control)ソフトウェア、SILS(Software in Loop System)、
HILS(Hardware in Loop System)で全組み込み系開発に関するテスト工程を標準化している。

豊田通商エレクトロニクスは当初、中国、インドへのアウトソースを検討していたが、最終的にタ
イを選んだ。その背景は、積極的に知識を獲得し、協力してプロジェクトを成功させようとするタイ
人の仕事に対する姿勢であった。オフショア開発を成功させるためには一番の要因であると考えてい
る。日本語ができる、できないといった問題ではない。英語でのコミュニケーションができれば、日
本語能力は必須と考えていない、職場では、日本人タイ人の共通言語は英語にしている。
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(３) 人材育成の現状と課題
TTET では、新入社員に対して 3 ヶ月の研修コースを与える。最初の 2 ヶ月は組み込みソフトウェア
開発の基礎技術(C 言語、マイクロコントローラ)を研修し、最後の 1 ヶ月は特定のアプリケーションご
との OJT を行う。毎年、日本に研修生をユーザサイトに派遣し更なる技術力、オフショア開発の管理
を学ばせる。今年度は 10 名であったが、来年度は 20 名に拡大していきたいとのこと。日本語能力に
ついては、マネジャ昇格条件として日本語検定 2 級を必須としている。あわせて TOEIC700 点以上が
求められる。現在マネジャクラスが少なく、悩みの種である。

２．２．６

組み込みシステム業界団体 TESA(Thai Embedded Systems Association)

(１) 団体概要
組み込みシステム業界団体 TESA は、タイ国の組み込みシステム開発を推進する団体。2001 年 9 月
に設立。設立の目的は、タイの組み込み系システム/製品開発力の強化にある。具体的には、産学官の
連携をとり、組み込み系 R&D ネットワークを構築し、タイの組み込みシステムのグローバル競争力を
高めるとしている。

(２) アウトソーシングの現状と課題
タイの組み込みの政策に関連する主な政府機関は、国家電子コンピュータ技術センタ NECTEC、ソ
フトウェア産業推進機構 SIPA、工業省裾野産業開発局 BSID である。NECTEC は、組み込みシステム
の利用拡大のための課題研究を行っている。特に FA(Factory Automation)、農業エレクトロニクス、
ITS での適用とこれに基づく新製品の要件を研究している。SIPA は、マーケティング、プロモーショ
ン、研修、開発センタについて施策を推進している。BSID は電子産業での組み込みシステム事業の拡
大政策を進める。組み込みシステムはタイにとっても将来の重要な産業であるとの認識から、複数の
官庁が連携しながら組み込み系の産業化を進めている。

また地場組み込みシステム開発企業振興策として、利益高に係らず 8 年間所得税免税処置。但し、
CMMI、ISO9001 あるいは ISO14001、VSE(タイ独自の ISO の簡易版)等の資格を 5 年以内に獲得するこ
とが義務付けられている。

（３）

人材育成の現状と課題

組み込み技術者といった統計値はまだないが、約 2,3 千人程度ではないか(NECTEC 発表では、2000
人)との回答。人材育成が課題。SIPA では、マーケティング、プロモーション、研修、開発センタにつ
いて施策を推進中。現在、技術者の育成と認定制度に注力しており、日本の情報処理推進機構(IPA）
は SIPA との間で、組み込み技術者の育成支援に合意し、日本の組み込み技術標準 ETSS のタイへの定
着化を進めている。昨年実施実績した ETSS 試験では、450 名受験、109 名合格。大学でのカリキュラ
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ム化、IｎStep 社の所で説明する、中堅技術者の育成を目的とした ESTATE プロジェクトとあわせ、産
官学連携した育成計画を進めている。さらに企業育成プログラム “Embedded Systems Incubation”を用意
している。

２．２．７

（１）

InStep 社

企業概要

1999 年設立の同社は、従業員 250 名の中堅 IT 会社。日本企業とのオフショア開発を中心に事業展開。
業務プログラム開発、CAD/CAM 部品開発、組み込みシステム開発、オンラインゲーム開発運営を行
う。日本人従業員も 12 名おり、ブリッジ SE を勤めている。組み込み技術者は 19 名。欧米との事業経
験もあり、オーストリアの保線車両システム、ニューヨークの地下鉄情報掲示システムの実績がある。
事業規模比率は、殆ど日本とのオフショア開発で、日本：それ以外で 80:20 とのこと。

売り上げ：未公開
純利益：未公開
社員数：250 名(組み込み系：19 名(ハードソフト)
顧客数：未公開
資格：未公開

(２) アウトソーシングの現状と課題
組み込み系開発に限らず、同社が進めているオフショア開発全般ということで話があった。オフシ
ョア開発でプロジェクトが成功するかは、コミュニケーションが重要、言語能力だけではなく、お互
いの国の文化、仕事の進め方等のバックグラウンドに対する理解がないとプロジェクトも成功しない。
テクニカルな面では、日本企業とのオフショア開発では、工程に余裕がないことで、問題が発生する
とプロジェクトが混乱する傾向がある、また組み込み系ではハード依存が高いため、ハード工程に振
り回され、緊急時テストのため日本に派遣すること多くなりがちで、コスト削減が不十分となるケー
スがある。チームワークはよいが、責任があいまい、仕様書の良否が個人能力に依存しすぎ、緻密さ、
高い品質志向はよいと思うが、妥協がなく、無理な工程を精神論で押しきろうとする傾向があるとの
指摘もあった。また、タイのオフショア開発ニーズが急速に伸びてきているが、タイ側企業間連携に
関して組織化ができていないために、大型案件を受託できず、事業機会を失っているとのタイ側の課
題も紹介があった。

（３）

人材育成の現状と課題

組み込み技術者研修については、同社の社長が泰日経済技術振興協会 TPA(Technology Promotion
Association Thailand-Japan)でリーダとなって推進中の組み込みシステム技術者研修プロジェクト
ESTATE (Embedded System Training Alliance for Thai Engineers)の紹介があった。これは、TPA、タイ組
み込みシステム協会 TESA、JETRO、AOTS との共同プロジェクトで、毎年 15 名程度日本企業に 1 年
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間派遣し、OJT で実務を学ばせるもの。派遣前に行われる半年の日本語教育では日本語検定 3 級をタ
ーゲットとしている。TPA としては、50 名程度まで派遣枠を広げたいが、日本企業への PR が不足し
ていることが悩み。InStep 社としては、日本人がブリッジ SE を引き受けており、特別な日本語研修は
行っていない。
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２．３

ベトナム

ベトナムにおける組込みシステムの開発はまだ初期的な段階である。各分野における組
込みシステムは基本的には外国からハードウェア設備やソフトウェアを含めた技術を輸入
するというやりかたで外国の製品を適用するに過ぎない。現在までベトナムの組込みシス
テムの開発応用現状に関する正式な調査、統計も殆どない。
本調査では、ベトナムの組込み状況を理解するために、簡単に情報収集作業を得られな
いのが事実である。なぜなら、組込みソフトウェアを開発する機関、会社自体も組込みシ
ステムに関する知識も比較的にまだ不十分で、応用領域はまだまだ不十分である。それゆ
え、広く一般の調査よりも、実際に組込みソフトウェアと関わっている会社などを中心し
調査を行うことにした。
ベトナム専門家の意見によれば、組込みシステムを発展するための前提条件となる電子
製品を製造するための産業はまだベトナム国内ではほとんど形成されていない。一方、ベ
トナムのソフトウェア産業もまだ若く、成長率が非常に高いにもかかわらずきちんと計画
化されていないため、組込みシステムや組込みソフトウェアはまだ明確な発展路線がない。
世界の組込み市場は電子通信産業の進歩、組込み技術を適用した市場の改善、拡大、更新
のニーズにより大変急速に発展している。従って組込みソフトウェアのニーズは常に拡大
し、インターネットの発展や付加価値サービスの発展とともに急成長している。ベトナム
ではこの重要な産業を発展させることは挑戦的な戦略となる。
（１） ベトナム情報通信分野 2007 年の全体について
Forresterの研究によれば、2006年に世界中のIT産業成長率は約8％で、2005年と同様で安
定している。これも8年成長サイクル中の2005年―2008年間の高い成長率の結果で、世界の
複数コンサルティング会社は、2008年にはIT産業が新しい発展サイクルに移り、成長率が減
少するという予測をしている。
2006年にベトナムIT産業の輸入総額や輸出総額は両方10億米ドル以上超えたが、2005年と
比べると減少した。その原因として、国内市場の影響、とりわけハードウェアの成長率及
び、大手企業によるIT輸出総額の減少が挙げられる。ソフトウェア、サービスの輸出入は大
きく成長しているが、IT産業の中では小さい割合しか占めていない。
2006年の通信サービスを除いたベトナムIT市場は10億米ドルを越えた年であった。政府系
のソフトウェア市場は減少するにもかかわらず、ディジタルコンテンツ分野拡大のおかげ
でソフトウェアサービス市場は大いに増加した。
2006年は、国内のハードウェア産業界における顕著な伸びは見られなかった。ソフトウ
ェアサービス産業界の売上げは3億6000万米ドルで、成長ペースを維持していけば2007年に
はソフトウェアサービス産業界の目標売上げ5億米ドルを達成する見通しである。
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この12ヶ月でベトナムのネットユーザは400万人増加したが、成長率は25%で前年度12ヶ
月間の成長率の1/3にしか及ばなかった。1600万人のネットユーザ数でベトナムは世界の17
位に位置するが、国民の総人口からみたインターネット利用者数の割合は100位クラスで不
十分である。同じ12ヶ月間で世界のアクセス容量は50%増加し、ブロードバンドネット接続
数もまた310,000から753,000へと2倍になった。
情報技術分野の人材育成では、新教育法や大学統制の実施、WTO加入に伴い早急な実現
が求められる改革など多くの前提が設けられた。しかし、IT人材の需要とそれに応じる教育
体制との間には大きな差があり、重要な課題となっている。2006年から2007年にかけて、
情報技術法とその実施規定が公布された。ソフトウェア及びコンテンツ産業開発プログラ
ムが承認され、各重点地域には今回特に初めて地域ごとの規制が設けられた。2006年ベト
ナムはWTOに加入し、情報技術関連製品の輸入税免除などのITA条項の実施に向けた取り組
みを急いでいる。
昨年、世界のIT業界におけるベトナムの存在はより明確となり多くの部門で順位が改善さ
れた。しかしながら、情報技術の発展は各国の経済発展と密接に関わり、成長の実質に関
わる様々な要素も評価内容に加えるとすると、全世界のIT業界の中でベトナムの役割改善取
り組みにはいくつかの課題がある。
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図表 48. ベトナム IT 産業の世界中の総合ランキング（2007 年）
指標名

記述

ベトナム順位/

評価組織

公表時点

増/減

World Bank
Institute – WBI

2007年4月

（増）

総数国家
知識・経済知識 知識潜在能力・経済発
指標（KI&KEI） 展における知識を使用
した環境を評価

90/132
(KI)

99/132

（増）

(KEI)
ICT機会指標
(ICT-OI)

情報社会の発展状況を
評価

111/183

ITU / Orbicom

2007年2月

（増）

ディジタル機
会指標(DOI)

情報通信分野の発展状
況を評価

126/181

ITU

2007年5月

（減）

NRI指標
（Networked
Readiness
Index）

情報通信の発展より、
参加対応度、利益を得
るための指標

82/122

World
Economic
Forum – WEF

2007年3月

（減）

電子ネットワ
ーク整備指標
（e-readiness
Index）

情報通信インフラの発
展状況および政府、個
人、企業から利益を得
るための指標

65/69

Economist
Intelligence
Unit –

2007年4月

（増）

ソフトウェア
著作権違反

ソフトウェア著作権違
反率

98/102

2007年5月

-2％

EIU + IBM
BSA – IDC

（減）
出展：HCA, “Vietnam ICT Outlook 2007”

（２） IT 産業政策と組み込みソフトウェア産業の位置づけ
情報技術産業において重要な点は、今回首相が自らIT分野に関して国家指導者の役を務め
ることである。政府の最高指導者がこのような役を担うのは初めてで、今後のベトナムのIT
技術開発と応用に向け強力で新しい、より効果的な発展を導くことが期待される。
2006年6月から200７年6月にかけて、2006-2010年計画に関する多くの文書とともに他の法
令が施行された。その中で、重要なものは
• 電子商業に関する2006年度第57号政府議定（2006年６月９日議決）
• 政府の予算を起用する会社・組織のIT関連製品の投資・販売に関する2006年度第169号
首相決定（2007年7月17日議決）
•2006年6月22日、情報技術法が国会を正式に通過。2007年1月1日より施行。
• 電子署名と電子認証サービス等について示した電子取引法に関する2007年度第26号政
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府議定（2007年2月15日議決）
• IT産業に関する情報技術法の詳細な規定と実施指導に関する2007年度第71号政府議定
（2007年5月3日議決）
• 2010年目標のベトナムソフトウェア産業開発プログラム批准に関する2007年度第51号
首相決定（2007年4月12日議決）
• 2010年目標のベトナムデジタルコンテンツ産業開発プログラム批准に関する2007年度
第56号首相決定（2007年5月3日議決）
• 2010年および2020年目標予定の中部重点経済地域のIT開発計画の批准に関する2007年
度第13号郵便通信省決定（2007年6月15日議決）
• 2010年および2020年目標予定の南部重点経済地域のIT開発計画の批准に関する2007年
度第14号郵便通信省決定（2007年6月15日議決）
• 2010年および2020年目標予定の北部重点経済地域のIT開発計画の批准に関する2007年
度第15号郵便通信省決定（2007年6月15日議決）
今回初めて、全ての重点経済地域でその地域ごとに個別の情報技術開発計画が設定され
た。また2006年は、ベトナムICT Index が情報技術開発とその応用に関して各地域・部門ご
とにその指数を始めて公表した年である。この指数は各地域・部門がベトナムのIT産業界が
どのような位置にあるかを認識することに役立つ。
2006 年ベトナムは WTO に加入し、世界の IT 市場に全面的に参加するため、情報技術関
連製品の輸入税の免除などの ITA 条項の実施に向けた取り組みを行っている。
（３）ベトナム IT 市場の傾向と見通し
z

ERP は数年後ベトナム国内市場のキーファクターとなる。

z

オープンソースは引き続き発展し、政府セクターを中心に市場シェアを増加する。

z

セキュリティやストレージソフトウェア製品、サービスは、銀行、金融、国家セキュ
リティ局、テレコム分野で強いニーズがある。

z

ベトナム政府は、プロジェクトマネージメントプロセスを再組織化し、国家レベルの
IT プロジェクトへの投資を継続する。世界銀行はハノイ、ダナン、ホーチミン市にお
ける IT 基盤プロジェクトとローカル電子政府への投資を継続する。

z

バーティカル市場向け特定の産業ソリューションは市場ニーズを引き出す。

２．３．１

組込みソフトウェア産業育成施策・活動

ベトナムソフトウェア協会 VINASA は 2005 年 9 月、
「ベトナムソフトウェア産業の振興
戦略」を発表した。その重点項目は下記の通りである。
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•

日本市場への参入

•

ゲームやサービスのソフトウェア開発強化

•

組込みソフトウェア開発強化

•

ERPソリューションやその市場の発展促進

VINASA は、2015 年までに組込みシステムのアウトソーシングや開発で世界の上位にな
ることを目指す。下記に示す 2010 年までの目標と具体的振興策を定め推進している。
2010年までの目標
•

組込みソフトウェアからの売り上げ150百万ドル、年平均成長率50-60%、売り上げ
の90%を輸出が占める。

•

組込みソフトウェアの専門家1万人。

•

プログラマー500人規模の大企業5社、組込みソフトウェアを専門とする中小企業
100社。

実現に向けた振興策
•

組込みソフトウェア技術者の育成大学と企業の提携。

•

ソフトウェア会社とハードウェア会社の協力（日立、Sony、Sanyo、Nokia、Motorola、
ＬＧ、サムスンなど）

•

ソフトウェア産業研究所設立：組込みソフトウェア養成センターやR&Dセンター、
テストLabsなど。

•

組込みソフトウェア専門企業連合の構築。

また、各企業での動きも活発になってきている。FPT 社はベトナムのソフトウェア開発
で 1 位の会社である。主に日本市場に向けたアウトソーシングを行っている。FPT 社の組
込みソフトウェアの販売実績は売り上げの 5%を占めるのみで非常に小さい。計画による
と 2008 年までに組込みソフトウェアの売り上げ率を現在の３倍の 15%までのばすことを
目標としている。
もう一つは、Glass Egg Digital 社である。Microsoft のゲーム開発部が Glass Egg Digital と
提携した。その際、ホーチミン市にある Glass Egg Digital 社はインド、中国、その他の会
社をおさえ、アジア地域における№１の候補として Microsoft から選ばれた。
この会社は Xbox 専用の 3-D レーシングカー、特に Forza Motorsport 2 に向けた 330 台も
のモデル設計を全て担当した。現在、Microsoft より複雑な地形のコース設計を受注してい
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る。Electronic Arts ERTS や Sony Computer Entertaiment Europe、Codemaster や Atari などの
大手企業の名が Glass Egg Digital 社の顧客リストに加わり、Microsoft への業務成果ととも
にこの 2 年間の売り上げは 50%増加した。
このような成長を達成したベトナム企業は Glass Egg Digital 社だけではなく、ホーチミ
ン市の TMA Soluttion 社もそのひとつで、Nortel、Comsys や Alcatel-Lucent などの大手顧客
会社から受注している。TMA Solution 社は経営状態が非常に良いソフトウェア会社で、ソ
フトウェアアウトソーシングの売り上げがベトナム一番の会社である。日本やヨーロッパ、
アメリカから大きなアウトソーシング契約を多く獲得している。しかし、事業全体から見
ると組込みソフトウェアでの実績はまだまだ少ない。
ソフトウェア開発、特に組込みシステムおよび組込みソフトウェア開発にむけた人材開
拓のため、FPT 大では組み込みソフトウェアのコースを立ち上げ、そして TMA は情報技
術大学の設立計画を推進している。２社はともに、組込みシステム・組込みソフトウェア
の専門研究開発と養成学科の開設を考えており、組込みシステム・組込みソフトウェア開
発分野での人材要求に対応することを目指している。
情報技術研究所、ベトナム科学技術研究所はこの分野において専門的に深く研究を行っ
ている機関である。その他、国家大学、ハノイ工科大学、ホーチミン市工科大学、軍事技
術学院、電子－情報と自動化研究所など各大学所属の研究開発センターがいくつかある。
また、総合電子情報、電子医療、VTC、CadPro、AMEC、MEDA などの会社、一部のソフ
トウェア企業も組み込み系システムに強い関心を持っている。
しかし、ベトナムの組込みシステムおよび組込みソフトウェア製品はまだまだこれから
で、単一的な製品がほとんどである。また、開発技術も後れを取っており、商業価値も低
い。これはベトナムにおける組込みシステム・組込みソフトウェアの開発の始まりの一歩
とも言える。

２．３．２

組込みソフトウェア産業の中で重要な事業カテゴリ分野

ベトナム製の組込みシステムおよび組込みソフトウェア製品をアプリケーションによっ
て分類すると以下のようになる。
（１）医療電子分野における組込みシステムと組込みソフトウェア
医療設備は多くの組込みシステムからなるシステムで、人々の健康に関わる装置のため
この設備には高い品質、精密さ、そして高い信頼性が求められる。医療省の統計によると、
全国には 900 の大小病院、289 の都道府県に属する診療所があり、医療設備や測定機器に
関する需要は高く、社会発展と共にその需要は増加している。
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この需要に応えるため、2002 年政府は国内の医療設備と測定機器の開発や製造に関する
いくつかの政策を設けた。例えば、2005 年 1 月 21 日に承認された「2010 年を目標とする
医療設備品の製造と生産の研究」議案（2005 年度第 18 号首相決定）がある。
多くの医療設備・測定機器の製造会社がこの研究プログラムに参加した。その中には、先
端技術や組込みシステムを使用する設備装置もみられた。この議案に従い国家予算の投資
支援のもと行われたプロジェクトは、以下のとおり。

•

自然科学国家技術センターは「生体、血液分析装置や実験室設備、専門分野消耗
物資に関連した設備の製造・生産の研究」プロジェクトを実施した。

•

科学技術省の技術アプリケーション研究所に属するLazer技術センターは「医療レ
イザー装置と先端技術を利用した治療装備品の製造・生産の研究」プロジェクト
を主催した。

•

国防省の物理生体研究所は「物理学療法と生体機能回復装置の製造・生産の研究」
プロジェクトを主催した。

•

ドンダー電子会社（MEDDA）は「心電計と超音波計測器用のインテリジェントコ
ントロールモジュールの製造」プロジェクトを展開した。

•

ベトナム電子情報技術社は「各種のX線装置、超音波計測器、胎児の心拍計測器、
心電計、脳電計の製造・生産の研究」プロジェクトを主催した。

•

ビン・ディン医療設備医薬会社は｢医薬産業に向けた設備生産の研究｣というプロ
ジェクトを主催した。

上記企業・センターのほかに、AMEC 社など、医療設備機器分野で活躍する企業や
研究センターがある。このように、ベトナム企業により開発された装置は医療分野市
場に受け入れられている。品質に関しては、海外からの輸入設備品ほど高品質ではな
いが、同種の輸入品より価格が安く医療省の基準を十分満している。

（２） 測定分野・制御分野・自動化分野における組み込みシステム及び組み込みソフ
ト
ベトナムで、組み込みシステムが多く使用されているのは、測定分野・制御分野・
自動化分野である。アウトソーシングで組み込みソフトを受注しているベトナムのソ
フトウェア会社も多く参加しており、工業自動化のためのソフト開発の契約が交わさ
れている。
情報技術研究所およびベトナム科学技術研究所は、世界の最先端技術を目指す研究
活動に取り組む主要な機関である。またこれらの研究所は、国内の生産研究所等に新
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技術の提供や宣伝等を行っている。これらの研究所は、最先端技術を学び続けること
によって潜在的な能力や技術を生かすことで、新製品の設計開発や自動化システム統
合の可能性を生み出している。
ハード・ソフトウェア、組込みソフトウェア、特にリアルタイム処理技術などに関
する情報技術知識もその研究開発の重要なテーマである。
情報技術研究所はまた、起動中でもシステム設定の変更が可能でチップシステムを
再構築できる CSoC (Configurable System on Chip)技術に対し積極的な取り組みを行っ
た。この技術は、１つのチップで CPU、ROM、RAM に ADC、DAC、カウンター、タ
イマー、デジタル I/O、ポータル機能などを加えたシステム体系である。
このことは、測定および制御アプリの設計開発と製造に大きな柔軟性を与えること
になる。製品作動時や将来機能の拡大時、柔軟性が与えられ、様々なかつ各種異なっ
た機能の実装が可能となるチップを生み出すことになる。多くの新製品が実際に開発
され、自動化専門家からも受け入れられている。以下は、典型的な PSoC(Programmable
System on Chip)技術を利用した測定・制御製品である。

•

THDP-1自動露点湿度計

•

PMM100多目的自動能率測定機

•

PT100 Transmitter熱信号測定・伝送装置。

•

遠隔測定・処理システム

•

遠隔レギュレーター制御システム

•

再構築可能PC/104データ収集モジュール

•

RFID非接触ICカードを利用した出入り口アクセス管理システム

•

RFID非接触ICカード提供システム

•

再構築可能α–βPC/104フィルターモジュール（国防分野に起用）

•

RFIDカードを利用したWT1000タイムキーパーシステム

自動制御ソフトウェア会社の CadPro 社は、組込みシステム応用製品を生産する会社であ
る。これらの製品は、競争性が高く同類の輸入製品に比べて価格が安いのが魅力である。
CadPro の代表的な組込み製品を以下に示す。

•

CadPro TPS遠隔探査位置確定システム：これは、レンズを利用して遠くから地形標
識又はオブジェクトを発見できるシステムで、国防面で遠距離の飛行物体の探査
に適用されている。各種観測アプリに対しても利用拡大が可能なシステムである。

•

CadPro GPS VietNote列車の走行速度警告システム：これは組込み計測システムで、
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列車のスピードや既存した日程地図上の位置を調査するためにGPSから信号を収
集するシステムである。
•

CadPro CDES自動車運転自動検査システム：これはCadPro ECB組込みPCとリアル
タイムセンサー信号処理ソフトに基づき、価格や効果面でも輸入システムとの競
争性がある、自動車運転の自動採点に有効なシステムである。

•

CadPro CBTH横断警告システム：組込みPCが走行列車の振動を感知する。CadPro
3.0は、工業アプリ向けの情報技術と通信部門で国際金賞を賞与された。システム
はベトナムの鉄道の基準として認められ、ベトナム以外にも導入されるている。

•

タクシー運行管理システム：これは、タクシー運転手が現在地や行程を把握する
ことができ、センターに情報を通知したのちメーター測定器と合わせて運行費の
算出を行うシステムである。

•

バス車内のブラックボックス：このシステムは、顧客への運行予定案内、危機警
告、バス運行に関する情報の記録等の機能があり、交通安全管理機関に有効なシ
ステムである。

（３）その他の分野における組込みシステムおよび組込みソフトウェア
その他の分野にも組込みシステムおよび組込みソフトウェアの研究開発が進められて
いる。一部では実稼動しているものもある。

•

この5年間CDIT （情報技術センター）および郵政通信学院により総数1,000番号を
超える自動コールセンターが開発され、各郵便局で使用されている。現在、一部
の郵政通信局の所属機関ではインテリジェントネットワーク化の開発研究を行っ
ている。

•

ベトナム放映技術投資開発VTC社は、SET TOP BOX(ホームターミナル)装置の設
計・製造を行った。SET TOP BOXは、地上波デジタル放送の視聴が可能な製品で、
現在まで10,000台販売されている。

•

ゲアン省電子電気機械会社は、モデル製品として自動受送信システムの研究開発
を行った。これは、水産業界での救助情報通信システムに適用され、海上での救
助当番･救助情報を自動的に送受信することができるシステムである。

•

地理物理機械会社および地理物理技術株式会社は、電界や電磁波情報の測定処理、
電界・電磁波地図の作成と鉱産物の探索作業を目的とした地理探査機の研究開発
を行った。このシステムは、井戸の掘削や石油探索事業にも応用されている。そ
の他、これらの機関では、地質分析における原子吸収分析機械のコントロールプ
ログラム設計の研究も行っている。
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２．３．３

組み込みソフトウェア産業の課題

今日、組込みシステムおよび組込みソフトウェアに関する教育を行える国内教育機関が
ないため、この分野におけるべトナムの人材はまだ乏しい。一部の大きな大学の IT 学部や
電子通信学部では、ようやく独自の研究を始めたが、この新しい技術に対し全体的そして
根本的に研究するための条件はまだ整っていない。唯一、上記で述べた FPT 大学と TMA
大学の２校が組込みシステムおよび組込みソフトウェアに関する個別の学科を開設する計
画がある。情報によると、近日ホーチミン市に情報技術研究所の第２研究所が開設すると
のこと。組込み技術に関する専門的な研修がホーチミン市で開始されたばかりで、この分
野における人材源は殆どない状況と言える。このため、ベトナムの組込みシステム関連製
品は非常に少ない。
しかし上記で分析したように、組込みシステムおよび組込みソフトウェア分野は急速に
成長しており、この活気ある分野に足を踏み入れたばかりのベトナム IT 開発会社にとって
は、挑戦に溢れた機会が広がっているとも言える。各社にとって、開発経験が浅いため国
外の先進国の経験から研究し学ぶ必要があり、他国の協力を得て技術を取り入れることが
必須となる。
ベトナムでは、組込みシステムおよび組込みソフトウェアへの関心が出てからまだ間も
ない。組込みソフトは通常のソフトウェアと大きく異なり、厳密なプログラミングや規律
厳守を要求し、並行するハードウェアの構成に対応しなければならない。組込みソフトに
ひとつでもバグがあれば製品は工場へ回収され、それにより経済へ大きな損害をあたえる
ことにもなる。
ベトナムの組込みソフト開発者の生産性や品質に対する意識はまだ不十分で、この分野
の発展の障害のひとつとなっている。また、人材の質に関しても不十分で、世界基準に応
じた組込みシステムおよび組込みソフトウェア専門の養成センター、育成体制の確立が緊
急の課題である。
また、ベトナムの電子工業部門および制御装置の製造レベルもいまだ低い段階にあり、
輸入既製品の部品に頼らざるをえない。自主的な製品開発に対し大きな障害となっている。
さらに、ベトナムにおける組込みシステムおよび組込みソフトの市場は非常に小規模で、
製品開発が進まないところがある。国内で使用されているほとんどの組込みソフトは、各
機械製品とともに国外から輸入された輸入品である。これは、上記で述べた IT 技術の発展
した国々（韓国、日本、台湾など）と大きく異なる点である。国内の IT 分野の成長なしで
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は、組込みシステムおよび組込みソフトウェアが発展をとげることはできないと言える。
２．３．４

アウトソーシングの現状

国際的コンサルタンティングファームの A.T.Kearey 社は、ベトナムを”Most Attractive
Offshore Location – オフショア開発・サービスにおいて最も魅力的な場所”の 25 ヵ国の１
つに選定している。2004 年は、ベトナムは 25 ヵ国中 20 位であったが、2005 年は 25 ヵ国
中 16 位にランクアップした。
図表

49 開発・サービスにおいて最も魅力的な場所 ランキング
順
2004 年
2005 年
位
1
インド
インド
2
中国
中国
3
マレーシア
マレーシア
4
チェコ
フィリピン
5
シンガポール
シンガポール
6
フィリピン
タイ
7
ブラジル
チェコ
8
カナダ
チリ
9
チリ
カナダ
10 ポーランド
ブラジル
11 ハンガリー
メキシコ
12 ニュージーランド ポーランド
13 タイ
ハンガリー
14 メキシコ
コスタリカ
15 アルゼンチン
アルゼンチン
16 コスタリカ
ベトナム
17 南アフリカ
ロシア
18 オーストラリア
オーストラリア
19 ポルトガル
南アフリカ
20 ベトナム
イスラエル
21 ロシア
ニュージーランド
22 スペイン
ポルトガル
23 アイルランド
スペイン
24 イスラエル
アイルランド
25 トルコ
トルコ
出展：A.T.Kearey

日本市場へ向けたソフトウェア開発への関心が高まっている。現在の日本へのソフトウ
ェア輸出額は500万ドル（約5億5,000万円）であるが2010年までには3億5,000万ドル（約385
億円）を超えると発表している。これはベトナムが開発したソフトウェアの10％となる。
ソフトウェアアウトソーシングおよびソフト関連サービス業の数値は2006年も引続き増
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加しており（50%）、目標売上げを超える1億500万米ドルに達した。そのうち、BPOサービ
ス業による売上げは1500万USドルほどである。4年間を通しベトナムのソフトウェアアウト
ソーシング業の年平均成長率は50%弱を維持している。
IT基盤も急激に改善されている。固定回線およびADSL高速インターネット基盤は主に都
市地域に普及しているが、最近市場に参入した新たな通信会社がその普及促進をドライブ
している。さらに、ソフトウェアパークのようなIT関連施設の整備はベトナムに参入する外
資系のIT関連会社数を増加させている。
ベトナムITサービス産業の成長は、中国やインドを中心にしたオフショア・アウトソーシ
ング産業の構造変化を起こすと考えられている。そのような変化をもたらす４つの傾向を
以下に示す。
•

日本からのアウトソーシング契約が獲得できる高い競争力。

•

中国、インド、フィリピンの会社のベトナム支社設立の増加。

•

ベトナムへアウトソーシングを行った日本企業の増加。

•

ベトナムITサービス会社の活発な東南アジアを中心にした海外展開。

ベトナムが日本顧客を対象としたオフショア・アウトソーシング市場に参入することに
より、中国、インドとの競争が激しくなる。ベトナムの会社はコスト面が優位で下流工程
の受注が進むと考えられる。最近市場拡大に向け、日本に拠点を設立するベトナムIT企業も
増えつつある。
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図表

50 ベトナムトップ１５IT サービス社の売上げランキング

（１） 発注国、発注企業の特徴と開発体制（市場戦略含む）
図表

51 ベトナム 89 企業による主な輸出先

組み込みでは日本市場の伸びが高く、日本からの発注が増加するとともに、ソフトウェ
ア開発の輸出額も増える傾向にある。

88

（２） アウトソーシングの対象（ツール、部品、製品）及び開発プロセス
外国企業のアウトソース先を獲得すべく、大手企業を中心に、ソフトウェアの開発能力
を客観的に示す品質管理基準であるCMM／CMMIを取得する動きがある。ISOを取得する企
業も多い。

組込みソフトウェアの開発プロセスについて：

組込みソフトウェアモジュールの開発は、(1)システム機能の評価分析、(2)システム設計、
(3)詳細設計、(4)シミミュレーション段階、(5)テスト・バグ修正、(6)モデル製品開発、(7)
実装という各工程を取り行う。そのうち、システム機能の評価分析とシステム設計は全体
の 69%を占める。組込みソフトモジュールの開発における各工程の具体的な作業内容とそ
の割合は以下の図 52 のとおり。

図表 52 組込みソフトモジュールの開発における各工程と具体的な作業内容の割合

リアルタイム OS システム開発は、組込みソフトウェアモジュールの開発工程と同様の
工程を行うが、各段階の作業量は異なる。詳細は以下の図 53 のとおり。
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図表 53 リアルタイム OS 開発における各工程と具体的な作業内容の割合

組込みソフトアプリケーションツール開発もまた上記と同様の工程だが、各段階の作業
量は異なる。詳細は以下の図 54 のとおり。

図表 54 組込みソフトアプリケーションツール開発における各工程と具体的な作業内容の
割合

このように、各組込みソフトウェア開発のためには上記で示したような各開発プロセス
に従って開発する必要があり、製品開発ごとに人材が要求される。
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（３） 課題
ベトナムのオフショア・アウトソーシング先としての強みとしては、労働コストの低さ、
優秀且つ勤勉な人材、低い離職率、日本文化の類似性等が挙げられる。一方、弱みとして
は、インフラの未整備、人材の不足（質と量の両面で不足、特に高度IT技術者や開発経験者
が不足）、外国語の能力の低さ、知的財産権保護の不十分さ、管理やマーケティング水準
の低さ等が挙げられる。ソフトウェア人材の需要に対して、供給が追いつかない状況にあ
ることから、ソフトウェア人材の労働コストは急速に上昇しており、中国内陸部と比べて
の優位性が薄れつつある。

２．３．５

人材育成の現状と課題

（１）人材の確保（現在および将来）
ベトナムのプログラマー、ＳＥを合わせたソフトウェア・エンジニア数は2005 年時点で
約２万人とされる。約90％のIT会社は100人以下の会社である。また、ＩＴ関連の教育機関
も順調に増加し、毎年ＩＴ関連大卒者数は4,500 人、ＩＴ関連専門教育機関の修了者数は
7,000～１万人にのぼっている。しかし、ＩＴサービス企業の規模拡大や製造業を含む外資
ＩＴ関連企業の進出増加が続く状況下、企業側の要求水準を満たす人材が不足しているこ
とが指摘されている。このような人材不足に対応すべく、ソフトウェア技術者の育成に向
けて、ベトナムソフトウェア協会（Vietnam Software Association：VINASA）による教育機
関設立、大手ＩＴサービス企業のFPTとTMAによる大学設立、インドの教育機関大手NIIT
による専門学校の展開等の取り組みも本格化しつつある。

（２）IT分野人材育成‐続く方針の転換、重要なのは主張を実現させること
2006年から、教育発展のための重要政策の実施および新教育法の施行が始まった。重要
政策のうち、2005年度第14回政府議決（2005年11月2日公布）によりベトナムの大学教育全
体および基盤における改新が位置づけられ、2007年6月30日までに19の公立大学を私立大学
へ移行させる方針が決められた。また、各高等職業訓練校が設立され、資格認定を行う人
材育成機関としての体制が始まった。
重要な方針としては、国際教育に向け海外資本、科学技術分野を中心とした人材育成に
おける市場体制の受け入れがある。この決定は、2006年11月の首相演説「大学が行う技術
分野の人材育成における市場体制の受け入れと、人材育成の質の向上と発展を目的とした
人材力発揮のための職業教育の実施」でより明確に示された。―2009年1月より、海外の各
大学機関は外資の全出資によるベトナムでの提携校の開設が正式に許可されることになっ
た。
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人材開拓は発展のための重要な要であり、2017年までにIT関連の人材提供を行う国として
世界のトップ５のうちに入ることを視野に入れている。また、今日の大学教育の成果とIT
分野の需要との間にある大きなギャップをはじめとした現状の課題を解決するため、より
急速な政策が必要とされている。
2005年に公布された私立大学規制緩和が実施された最初の年である。この年、６つの私
立大学が設立され（バージア‐ブンタウ、タイドー、チューヴァンアン、FPT、ダナン建築、
ホアセン大学）、そのうち１校は半国立高等職業学校から昇格した。

その他、2006年1月

から2007年6月までの間に各高等専門学校または以前の養成校の上級校として12の公立大
学が設立され、その内にはIT開発センターのもと設立されたホーチミン市国家大学付属IT
大学もある（2006年6月）。2007年の６ヶ月間は、ロンアン工業経済大学の１校が新設され
た。これらの19の新しい大学のすべてが情報技術に関連する育成を行っており、IT学科生お
よびエンジニアを育成する学校は98にのぼる。高等専門学校は減少しているが高等職業学
校は追加されているため、その数は依然増加している。また、2006年から2007年にかけて
海外の養成機関と提携する12のIT育成センターが新設された。
図表

55. IT 育成学校数（2002-2007）
年

大学

高等専門学校

海外機関と

（職業訓練校を含む）

提携養成機関

2002

55

69

35

2003

57

72

40

2004

62

74

45

2005

70

85

53

2006

80

103

60

2007

99

105

72

（３）必要なスキル（スキル基準、基礎・共通技術）
日本とベトナムは 2001 年 8 月に両国政府間で「日本・ベトナム間 IT 人材育成のための
試験の相互認証および IT 人材育成協力にかかわる覚書」を締結し、パソコンの供与や技術
者の海外研修が開始された。2002 年 2 月には Vietnam Information Technology Examination
and Training Center (VITEC、ベトナム情報技術者試験・訓練支援センター)が試験実施期間
および e-ラーニングセンター運営機関として、当時の Ministry of Science, Technology &
Environment (MOSTE、科学技術環境省（その後、Ministry of Science & Technology (MOST、
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科学技術省)に改編）傘下の Hoalac High-Tech Park Management Board (HHTP-MB、ホアラッ
クハイテクパーク管理委員会)の中に設立された。
2002 年 7 月４日に日本の情報処理技術者試験センター（JITEC）と VITEC の間で FE(First
level Engineer、基本情報処理技術者）相互認証の覚書を締結した。
さらに、2005 年 1 月 18 日、SW（ソフトウェア技術者）について、追加認証の合意がな
された。2004 年 10 月からはトライアルベースで NW（ネットワーク技術者）試験、2005
年 10 月からは DB（データベース技術者）試験が実施されている。同じく 2005 年 10 月に
実施されたベトナム独自の F1 は、半年前に FE の午前試験のみ合格した者が、午後試験の
みを受験したものである。
2006 年 10 月にハノイ、ホーチミン市で行われた FE、NW、DB 試験における応募者数が
それぞれ 642 人、29 人、26 人で、合格率は 10.0%、15.8％、6.3%であった。
受験者の中での学生と社会人の内訳はほぼ１：１である。
また、ベンダによる資格認定制度もあり、Cisco 社、Oracle 社、Sun Microsystems 社、Red
Hat 社、Microsoft 社等に加え、インドの Aptech 社や NIIT 社等のベンダによる資格認定制
度もある。
（４） 課題
2006年から2010年におけるIT人材開発政策が設けられたが、その移行実施速度は非常に遅
く、実際の要求に対し有効ではない。また、IT人材の需要とそれに対する育成システムとの
差は今後もギャップがあり続けるだろう。
さらに考慮すべき点は、IT 産業に関する情報技術法の詳細規定と実施指導についての
2007 年度第 71 号政府議定（2007 年 5 月 3 日議決）により、ソフトウェア関連の人材育成
業務は、かつての議定（第 128 号政府決定、2000 年 11 月 20 日議決）と異なり IT 業務、
ソフトウェア業務とは独立した業務と定義された。IT 関連の人材育成体制に関する政策は、
情報技術法の第 24 項に従って実施され、ソフトウェア技術者育成企業は税制面で優遇され
る。

２．３．６

FPT Software

（１）企業概要
FPT Software (http://www.fpt-soft.com)は、1988年ハノイに設立されたベトナムITサービス
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の最大手の会社FPT Corporationの100％子会社である。FPT Software は2004年にFPT
Corporation社の１部から独立し株式会社となった。FPTグループは2006年12月にホーチミン
証券取引所に上場された。FPT Softwareは2006年にCMMI-5やBS7799-29資格を取得し、プロ
ジェクトマネージメントや情報セキュリティマネージメントシステムに力を入れている。
FPT Softwareはハノイ、ダナン、ホーチミン市に5つの拠点を持っている。さらに、日本
でFPT Software Japan, Ltd.を設立し、東京や大阪にそれぞれ本社と連絡事務所を開設した。
また、シンガポールではFPT Software Asia Pacific Pte. Ltdも設立した。
（３） アウトソーシングの現状と課題
FPT Software 社の組込ソフトウェアに関する戦略は下記の通りである。
•

先頭的な組込みシステム系の会社と長期的なパートナーシップを組み、それぞれの
お客様に OSDC(Off Shoring Development Centre)で展開する。

•

テスト、パイロット的な案件から立ち上げる。

•

ワーキングプロセスを作り出し、強化する。

•

下記のトレーニングを通し、技術や言語能力を改善する。
9

On-the Job Training（OJT）

9

日本、ベトナム大学との連携

9

ベトナム国内の組込みシステムプロジェクト、プロトタイププロジェクト。

組込みソフトウェア開発分野は下記の通りである。
アプリケーション・ドライバ
•

カーナビゲーション画像設計（HMI：human-machine interface）

•

BREW PIM アプリケーション

•

Windows CE アプリケーション

•

iTRON ドライバ・アプリケーション

•

組込み Linux ドライバ・アプリケーション

•

Printer ドライバ

ポーティング
•

マルチプラットフォーム間の移植(WinCE, eLinux, iTron…)

•

組込みシステムデータベース移植

テストサービス
•

組込み製品テスト

•

ソフトウェアテスト（組み込みの C 言語単体テスト、ソフトウェア機能テスト)

ツール開発のサポート
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•

HMI ツール

•

ハードウェアテストツール

•

ディバーグ・コンパイラーツール

サポート・保守サービス
•

不具合の解決

•

性能の最適化

各地域における 2007 年の売上げ分布は図表 56 に示す。米国、ヨーロッパの割合が１割
程度しかないのに対し、日本市場が５割以上を占めている。
図表

56 FPT Software 社の市場分布（2007 年）

2007

EU
12%

US
10%

J a pa n
57%

AP AC
21%

組み込み系のエンジニアは 300 人程度おり、全体の 1/6 に相当している。担当分野に分
け る と ハ ー ド ウ ェ ア （ ARM 、 Intel8051,SH,DSP ） 、 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム （ iTRON ，
VxWork,BREW,eLinux,WinCE） 、 Middleware(MP3/WMA,TCP/IP,FAT), ア プ リ ケ ー シ ョン
（GUI）等である。
日本とのアウトソーシングで、課題として次のものが挙げられた。
・

日本側
-

コンペティティブな分野では組込みに関して外国の会社にアウトソーシングを出
しにくい。

-

日常レポートの提出要求が多く管理オーバヘッドが高い。

-

仕様変更、更新が多い。
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・

ベトナム側
-

日本語コミュニケーション能力

-

製品知識が乏しい

-

セキュリティに関する知識が低い

（３）人材育成の現状と課題
人材育成は、入社後基礎トレーニング、アドバンストレーニングやパイロットプロジェ
クトに参加のフレームワークを導入している。基礎トレーニングでは、組込みシステム全
般、基礎 C 言語などの知識、アドバンストレーニングでは、基礎 RTOS、スレッド、iTron,
Linux 上のファイルシステムの概念等について教える。また、アドバンストレーニング後、
Brew,J2ME フレームワーク、iTron でアプリケーション開発を行う。
図表

57 組込みソフトウェア開発における人材育成プロセス

人材採用は、人事市場の情報収集を行い、対象候補者を絞り、新聞、ウェブサイト、個
人関係から候補者を集める。選択基準は、入社試験（(IQ、GMAT、英語)、面接とする。
また、将来的に2007年1月に開校し、日本語、英語、ソフトウェアエンジニアリングの授業
を提供したFPT大学からも活発的な採用を考えている。
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日本でオンサイト社員に対し、神田外語キャリアカレッジで日本語を学習する制度を設
けている。オフショア担当社員に対しては、FPT 大学の日本語学科で日本語のクラスに参
加させている。
２．３．７

NCS-IFI 組込みセンター

（１）企業概要
NCS-IFI 組込みセンターは、ベトナムや日本市場に向けたソフトウェア開発・アウトソ
ーシングを中心とした NCS Solutions Corporation 社 (NCS)( http://www.ncs.com.vn)と欧州市
場 （ 主 に フ ラ ン ス ） に 向 け た 組 込 み ソ フ ト ウ ェ ア に 実 績 の あ る IFI Soltions 社
(http://www.ifisolution.com/)が 2007 年 10 月に設立した日本市場に向けた組み込みソフトウ
ェア開発のための共同センターである。
図表

58. 組込みソフトウェア開発における提携モデル

NCS はソフトウェア開発と、ソフトウェア開発に特化したコンサルタントを行なってい
る、ベトナム企業である。2001 年 9 月に設立した当初の従業員数は７名で、現在ではハノ
イに本社やマッピングセンター、ホーチミン市支社や東京にある日本 NCS（株）という４
つの拠点を持ち、170 名の従業員を抱える企業である。
得意とする主な分野はe-Learningソリューション、ERPソリューション、ポータルサービ
ス、COMベースのソフトウェアコンポネント、通信系ソリューション、日本語ベース・ア
ウトソーシングである。また自社製品として、シミユレーションシール－「SoftSimulator」
（ベトナム国内ではImitor）、学習管理システム－「TrainWare」、コンテンツビルダ－
「iLCBuilder」, NCS ERP等がある。e-Learningソリューションは販売当初は日本国内の市場
向けであったが、2006年からベトナム国内での販売を行っている。 NCSのe-Learningソリュ
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ーションはベトナム大手企業、国内有名大学での導入実績がある。また、
「R&Dセンター」、
では、オフショア等のプロジェクトで必要となる最新技術の研究や、技術支援を行うとと
もに、日本からの研究開発案件の開発センターとしての役割を持っている。さらに、BPO
として日本から衛星画像加工、電子地図データのマッピングを受注している。
一方、IFI Solutionはオフショア開発を中心にした事業を展開し、ソフトウェア開発やソフ
トウェア検証サービスを提供している。2003年に立ち上げ様々な分野でプロジェクトを成
功させ、顧客の信頼性を得てきた。IFI Solutionは要求定義フェーズから保守フェーズまで担
当でき、C/C++やJava言語や様々なプラットフォームにおける高い能力を持つ技術者を有す
る。
組込みソフトウェア開発に関して、IFI Solutionは航空分野（Avionic）、自動車、鉄道、
ハイドロバイク（Hydrobike）で4年以上の組込みシステム開発の経験を持っている。携帯電
話においても経験がある。組込みソフトウェアのプログラム検証プロジェクトから始まり、
2005年に製造工程から受注し、2006年より組込みソフトウェアの設計工程も委託をうける
ようになった。従業員は７５人である。
（２） アウトソーシングの現状と課題
NCS-IFI 組込みセンターは、NCS Solutions社の日本顧客とアウトソーシングの経験や人脈
とIFI Solution社の豊富な組込みソフトウェア経験を生かし、日本のお客様からの組込み系の
アウトソーシングを展開するためのものである。アウトソーシング開発においてNCSの９割
が日本のお客様に対し、IFI Solutionの組込みシステムにおいて100％が欧州のお客様である。
組込みシステム開発では、NCS-IFI 組込みセンターが組込みソフトウェア開発における
全工程を受注することを目指している。また、マネージメント能力に関しては50人以下の
プロジェクトを対象にしている。
日本でのMarketingを行っているが、実績面が評価されず受注に至っていない。プロトタ
イプの受注で実績を示したいと考えている。
NCS-IFI組み込みセンターが今まで蓄積してきた技術スキル、C/C++ アプリケーション開
発およびソフトウェアテスト検証等の一覧を図表59に示す。
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図表

59 NCS-IFIの技術スキル

C/C++ アプリケーション開発実績
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ソフトウェアテスト検証実績

また、開発プロセスでは積極的にオープンソースツールを使用している。使用している
OSSは以下の通り。
•

Subversion （ソースバージョンコントロール）

•

Eclipse （Java言語によるWeb開発プラットフォーム）

•

MingW (gccを使用) （C++ 開発プラットフォーム）

•

BugTracker （バグ追跡・分析システム）

•

Open Office （テキスト処理、プレゼンテーション用、ワークシート用のエデ
ィター）

•

OpenProj （プロジェクトスケジュールマネージメントツール）

•

PSPad （テキストエディター）

•

Fedora Linux （ファイアウォール、DCHP, Samba 共有, Squidプロキシ）

•

StarUML

•

OrangeHRM （人事マネージメント）

•

dotProject プロジェクトマネジメントツール

（UMLダイアグラムを設計するためのエディター）

（３）人材育成の現状と課題
人材育成に関しては、内部的な IT トレーニングコース、外国語コース（英語、日本語、
フランス語）や、外部の IT コース、外国語コースやソフトスキルコースを実施している。
採用に関しては、採用ウェブサイト、個人関係、有名な大学とのパートナーシップ、ヘッ
ドハンター会社や海外のベトナム人学生協会を通し行っている。
組込みシステム開発の新社員は、OS (Windows)、プログラミング言語（C/C++/JAVA）や
英語、日本語、フランス語のいずれかの外国語能力が要件となる。
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２．３．８

HanoiTech

（１）企業概要
HanoiTech 社（http://www.hanoitech.net）は、ソフトウェアアウトソーシング開発、IT サ
ービスと IT を中心にしたトレーニングサービスを行う会社である。
•

ミシガン外語センター：アメリカミシガン大学に正統な英語養成プログラムを提供。

•

HanoiTech 技術センター：組込みソフトプログラミングの基礎から専門までの養成
課程をはじめ、Cisco、Microsoft ネットワークやワイヤレスネット、電子商取引の
管理に関する養成課程を設けている。

•

MBiz センター：アメリカやオーストラリア、イギリスの名門大学や学院との提携
プログラムに従った経営管理課程を設けている。

ソフトウェアアウトソーシングに関しては、日本やアメリカ、EU 市場に向けた組込み
ソフトウェア加工業務を行う。
システムインテグレーションやネットアプリケーション分野では、コールセンター・デ
ータセンター・統合テレコミュニケーション・セキュリティおよびインテリジェントビル
等のソリューション提供や、電子情報サイト・電子商業サイト・オンライン学習サイト
（e-learning）などの構築および運用サービスを行っている。
HanoiTech 社の養成コースを通して専門性の高いプログラマーを採用し、優秀な技術者
確保を行っている。
（２） アウトソーシングの現状と課題
組込みソフトウェアのトレーニングサービスにおいて、VINASA の協力で「組込み開発
のプロジェクトマネージャトレーニングコース」、「組込み開発の品質管理トレーニングコ
ース」等を行っている。
組み込みシステム研修ではドイツ、イギリスの大学とも連携し、トレーニングコースを
提供している。2006 年には４コースを実施し、100 人程度をトレーニングした。トレーニ
ングコースを受けるための必須条件は、C 言語や IT 技術の知識。トレーニング期間は数ヶ
月で、OS に関しては Windows、Linux の両方に対応している。
組込みソフトウェア開発では、アウトソーシング向けでなく、ベトナム市場に向けた組
込み系のソリューションを提供することに力を入れている。現在は、軍隊技術学院のシミ
ュレーションセンター（SimTech）と連携し、
「自動車ドライビングシミュレーションシス
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テム」を開発し、実験中である。お客様はベトナム国内の 200 ドライビングセンターで、
ハードウェア、ソフトウェアを含めた１セットの販売価格は 12,000US ドルである。
下図は、グェン・ティン・ニァン副首相が HanoiTech 社と SimTech センターの共同開発
した「自動車ドライビングシミュレーションシステム」を見学した際の風景。
図表60 グェン・ティン・ニァン副首相がHanoiTech社訪問

組込みソフトウェアの技術者数は 10 名で少数ではあるが、能力が高い、またニッチな市
場で挑戦しているため、国内の競争相手が少ないというメリットもある。
さらに、組込みソフトウェアトレーニングコースの他に、民営会社や政府機関に中心と
した IT、英語、「幹部層向けのマーケティング」、「幹部層向けの情報セキュリティ」、「幹
部層向けの IT システム管理方法」等のソフトスキルのトレーニングコースも行っており、
現在まで 500 人程度が受けている。
（３） 人材育成の現状と課題
HanoiTech は日本市場から組込ソフトウェアのアウトソーシングも展開していきたいが、
日本語の壁でまだ進んでいない。組込み系の社員数はまだ少ないため、
「自動車ドライビン
グシミュレーションシステム」に全員を投入している。組み込み系の人材育成に関して一
般の IT 技術者を採用し、組込みソフトウェア知識等を教え育てていくというのが一般であ
る。
最近、組込み関連のインテル、キャノンの様な海外の大手企業がベトナム市場に進入し
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てきており、ベトナム市場における組込みソフトウェアの発展にあたっていい機会である。
２．３．９
（１）

ベトナムソフトウェア協会（Vietnam Software Association：VINASA）

協会概要

ベトナムソフトウェア協会（Vietnam Software Association：VINASA、
http://www.vinasa.org.vn）は、2002 年 4 月に設立された NGO や NPO の原則で活動してい
る協会である。VINASA 加入の IT 会社数は 150 社程度で、ベトナム全国の代表的なソフト
ウェアの会社と一部ハードウェア、通信の会社も加入している。
VINASA メンバー会社のプログラマは、ベトナム全国の 50％にあたる専門プログラマを
占め、生産高はベトナムの 60％ソフトウェア生産に相当する。多くのメンバー会社は、ソ
フトウェア業務のほか、ハードウェア、テレコミュニケーション、インターネット、IT 関
連育成などのビジネスを行っている。
VINASA は、育成プログラム・ワークショップ・商業フェア・ビジネス提携・ICT 表彰
式・情報提供などによりメンバー会社の関心を集め、政府機関とソフトウェア企業を結ぶ
役割を果たしている。また、フアム・ザー・キエム副首相を委員長とする国家 ICT 運営委
員会のメンバーであり、ベトナムの ICT 政策の策定支援およびベトナム郵電省の政策実施
の支援も行っている。さらに、世界情報サービス産業機構（WITSA）やアジア・オセアニ
ア・コンピュータ産業機構（ASOCIO）など国際的な IT 組織のメンバーとしても活動して
いる。
（２）

アウトソーシングの現状と課題

ベトナムの IT 会社は、これまで設立後の 4 年間免税であったが、最近の政策変更で設立
後 2 年間免税となった。現在の IT 関連の会社数は約 1000 社あるが、60％が設立の 2 年以
内に市場から消える状態である。
VINASA は、今まで海外組織、国内組織・大学・企業と協力し、IT ソフトウェアのプロ
ジェクトマネージメント等、VINASA メンバー会社に向けた多数のトレーニングコースを
行ってきた。VINASA は、2005 年 9 月にベトナムソフトウェア産業の緊急的発展戦略計画
を発表し、2015 年までに組込みシステムのアウトソーシングや開発において世界上位にな
ることを目指している。
2008 年には、組込み系のアウトソーシングを促進するためにハードウェア、ソフトウェ
アを含めた、組込みシステムの新トレーニングプログラムを導入する見込みである。その
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一貫として、JAPAN

ICT DAY という VINASA が主催する IT イベントでは組込みシステ

ムのセミナー等を開き、日本からの講師、専門家も招聘した。
（３） 人材育成の現状と課題
VINASA は人材不足に対応すべく、ソフトウェア技術者の育成に向けて、VINASA 大学
を設立するためのライセンスを申請している。初年に 500 人の IT 学生を募集し、将来は
8000 人まで拡大する見込みである。VINASA 大学は 4 年大学で、将来的に VINASA に参
加している各会社の人材不足を解決するとする。一年に基礎科目、外国語の科目を設け、
２、３年に特性 IT 科目を導入し、ITSS の標準も採用する見込みである。また、日本にあ
る大学とも連携し、優秀な 3 年生、４年生を連携大学に編入できる制度も考慮している。
VINASA 設立５年記念で発行された VINASA 資料に記載されたベトナムにおけるソフト
ウェア産業全般の統計データを図表６１に示す。
図表

61. ベトナムソフトウェア産業の統計データ

ソフトウェア産業売上げ予測（平均）
国内売上げ
総額
(百万

年

USD)

輸出売上げ

成長

平均

率

成長率

2005

169

35.0%

2006

219

30.0%

2007

285

30.0%

2008

371

30.0%

2009

463

25.0%

2010

579

25.0%

2005-2010
期間:
29.2%

総額
(百万
USD)

合計

成長

平均

率

成長率

68

50.0%

101

50.0%

147

45.0%

213

45.0%

309

45.0%

432

40.0%

2005-2010
期間:
45.8%

総額
(百万
USD)

備考

成長
率

236

39.0%

321

35.7%

432

34.7%

584

35.1%

772

32.3%

1011

31.0%

予測

34.6%

2003-2006 の ICT 大学の入学データ
年

計算学・数理計算学
University

College

情報工学
University

College

電子工学・通信工学
University

College

2003-2004

4,280

1,525

4,315

1,040

2,455

850

2004-2005

4,540

1,770

5,120

1,190

2,790

850

2005-2006

5,130

1,850

5,980

1,660

3,420

1,120

2006-2007

4,720

2,325

6,185

1,390

3,075

1,000
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2006-2010 のソフトウェア産業界の労働力ニーズ予測
成長率

単位

2005

2006

2007

2008

2009

2010

全産業

百万

250

350

490

686

960

1345

40.0

生産額

USD

生産性

USD/人

14016

16819

20183

24220

29064

34876

20.0

労働力

人数

17837

20810

24278

28324

33045

38552

16.67

(%)

現在の ICT 労働力(2005)
分野

総労働力

College 以上

College 以下

通信会社

81,400

16,900

54,500

ハードウェア、

36,000

11,500

24,500

17,800

15,800

2,000

135,200

44,200

81,000

電子産業界
ソフトウェア
産業界
合計

大学における講師、教師資格
講師資格

ICT 大学

一般大学

教授、助教授、博士 (%)

24.19

49.43

修士 (%)

29.75

26.04

学士 (%)

45.96

24.53

2006-2010 の通信界における労働力予測
年

総社員数

College 以上

College 以下

2005

81.400

16.900

54.500

2010

113.900

32.560

81.340

2006-2010 のニーズ

32.500

15.660

26.840
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2006-2010 のハードウェア、電子産業界の労
働力予測
単位

2006

2007

2008

2009

2010

成長率 (%)

百万 USD

2374.7

2991.7

3778.6

4782.7

6064.5

26.2

生産性

USD/人

50.789

53.836

57.066

60.490

64.119

6.0

労働力

人数

46.757

55.571

66.214

79.065

94.581

19.3

全産業
生産額

2006-2010 のソフトウェア産業界の労働力ニーズ予測
年

労働力数

College 以上

College 以下

2005

17,800

15,800

2,000

2010

38,500

34,700

3,800

2006-2010 のニーズ

20,700

18,900

1,800

2006-2010 の ICT と電子工学卒業生数予測
年

IT

電子・通信

小計

2006

9,000

1,000

10,000

2007

10,000

2,000

12,000

2008

11,000

3,000

14,000

2009

13,000

4,000

17,000

2010

13,000

4,000

16,000

合計

56,000

14,000

69,000

年

University

College

資格 (外国)

2002

55

69

35

2003

57

72

40

2004

62

74

45

2005

70

85

53

2006

80

103

60

2007

99

105

72

2002-2007 の IT 訓練学校数
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2010 年までの専門 ICT 労働力ニーズ
単位

総労働力

College 以上

College 以下

通信会社

32,500

15,660

26,840

ハードウェア、

58,500

7,400

51,100

20,700

18,900

1,800

111,700

41,960

79,740

電子産業会社
ソフトウェア
産業会社
合計

2002-2006 までのベトナム IT 産業額（百万 USD）
年

ソフトウェア/サービス
国内市場

アウトソーシング

ハードウェア

合計

小計

/輸出
2002

65

20

85

550

635

2003

90

30

120

700

820

2004

125

45

170

760

930

2005

180

70

250

1150

1400

2006

225

105

360

1380

1740

出展：VINASA, “VINASA 5 年記念 2002-2007”

107

第３章

第３章

課題解決に向けて

IPA の調査でも明らかなように、オフショアの最大の目的は、コスト削減で人員不足
対策という面がクローズアップされている。しかし、海外に委託する企業の外部委託理由
をみると、開発費削減に続いて、社内リソース不足、自社に技術がない、市場に近い(ロー
カリゼーション)があげられ、コスト削減以外にも多様な目的でオフショアが進められてい
ることが分かる。それに伴い、海外企業に上流工程を任せ、製品プロトタイプ開発をさせ
る、保守業務、運用業務を海外企業に任すケースも増えてきている。こうなってくると、
単なる開発・製造の請負企業という枠組みから、事業パートナとしての枠組構築が重要に
なってきている。当然現地企業も安定した事業推進から安定的な関係構築を望んでおり、
今回のヒアリングを通して得られた、長期にわたる有効企業間関係構築の課題とその解決
について検討する。

３．１

課題１：コミュニケーション

各国の企業にとって、日本とオフショア開発する上での課題は、日本企業も理解してい
る「品質管理が難しい」、「仕様や計画の変更が多い」、「開発工数管理が難しい」という点
が共通して上げられている。しかし、それ以上に異口同音に彼らが主張していたのは、コ
ミュニケーション力の重要性であった。プロジェクトを進める上で、問題を解決していく
のは人間であり、オフショアのように習慣・文化が異なる人同士がお互いのことを理解し
た上でプロジェクトを進めないとなかなか成果が上がらないと主張している。言葉の壁は
大きいが、職場での仕事の進め方、問題発生時の対処の仕方といった価値観といった点で
の相互理解が重要である。逆に、コミュニケーションがきちんとできていれば、上記した
ような、テクニカルな問題も解決できるとしている。各国各社とも、最初のプロジェクト
は問題が発生しがちで、2 つ目以降はスムーズなプロジェクト遂行ができると語っていた。
国内のアウトソースでも同様であり、オフショア開発を成功させるためには、パートナと
の信頼性構築が重要であることは当然といえる。
日本企業もソフトウェア開発の委託を決める要素の一つに、その企業とコミュニケーシ
ョンがスムーズに取れることといっている。日本企業にとってオフショアリングを効果的
に進めるためには、後述する人材育成への協力も含め、コミュニケーションがスムーズに
取れるパートナ企業を見つけることが重要であると考える。
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３．２

課題２：人材開発・育成

今回対象とした各国は、組み込み系技術者の育成を急務と考えており、各種育成機関の
設立、実施を進めている。人材育成は対象とする人材層を、ハイレベル、ミドルミドルレ
ベル、ベースの三段階に分けると、各段階に合った人材育成を進めていく必要がある。タ
イに例をとると、日本で言う社会人(実務経験者)、大学卒、高専卒に応じた組み込み系人
材開発プログラムを進めている。社会人向けには、日本での実務を学ばせる ESTATE プロ
グラムが実施されている。大学卒向けには、TESA と大学が連携して組み込み系専門のカ
リキュラムが開発され専門教育が実施されている、この中には泰日工業大学 TNI 大も含ま
れている。また、高専卒向けには、SIPA が IPA と推進している ESST の定着で組み込み技
術者の拡大を図っている。これら各レベルのプログラムには、日本の協力が重要な役割を
果たしている。今回の調査からベトナム、インドでも同様に人材育成およびそれに直結す
る技術向上に対する協力が望まれていると考えることができる。タイで進めているような
アジア各国の IT スキル標準の相互認定、あるいは日本の標準をベースとした現地標準の策
定、高度な人材育成プログラムにも、将来を見据えた戦略的観点から寄与していくことが
必要である。
人材育成分野の協力は、欧米各社が中・長期的利益に基づいて積極的に行っているが、
日本の関連各社が欧米企業と同じ考え方で人材育成に協力するのか、日本企業にとって有
益な方法で協力していくのかは、日本企業各社が今後分析を行い判断していく必要がある。

３．３

課題３：コミットメント

オフショア開発の成果を出すには時間がかかる。ある日本企業は、コスト削減でオフシ
ョア開発をするにしても、投資回収には最低 3 年はかかるといっている。また、オフショ
アを受ける会社にとっても、ハード/ソフト/人的リソースへの投資は必要で、相手会社に
とっても長期的な提携、事業の継続性が重要である。このような環境で、オフショア開発
をスピーディに成功させるには、相互の会社幹部の相互理解と継続的なコミットメントが
重要であると考える。別の日本企業の幹部は、オフショア企業評価のため 2 週間現地に乗
り込み、上流工程から品質管理まで徹底的に評価して同社に決めた。その後も継続して事
業を運営されており、相手企業化の信頼も厚く、オフショア開発が成功していると評価さ
れている
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３．４

課題４：ベンチマーク

Computer Weekly 紙の調査によると、
「アウトソースしたプロジェクトの 25%は最初の
2 年間でだめになり、さらに別の 25%は 5 年間でだめになる。しかし、よく事前に準備さ
れたケースでは成功プロジェクトは 77%に上昇する。」と、オフショアを行う企業にとっ
て事前のベンチマークの重要性を示している。特にオフショア開発を委託する場合判断材
料として一番重要なのは実績情報である。実績がしっかりしている企業の背景には、優れ
た技術者と要望にあった技術基準があることが確認できる。ベンチマーク実施に当たり実
績以外に、どのような点を考慮すれば、新しいパートナとのオフショアを成功させられる
かとの質問に対し、TCS のマネジャは、以下のポイントをあげた。
・ ドキュメントの正確性、かつ依頼者ニーズが正確に反映されているか
・ 開発メソッドの有無
・ プロジェクト品質確保メソッドの有無
・ 依頼者ビジネスモデルの理解ができているか
・ 優秀な人材の有無
等である。
また、事業展開していく上では、下記に考慮すべきであるとした。特に、長期契約の中
で、柔軟性がある Win-Win の関係を築くことが重要であると述べた。
・ 現在のサプライヤのサービスレベルにあったサービスの範囲で事業を開始する
・ コスト削減はパートナシップの継続で実現させる
・ 将来的にサービスレベルを広げていけるパートナシップ構築

３．５

各国の組み込みソフトウェア産業振興に関する日本協力の現状とニーズ

今回のヒアリングを通して得られた各国の状況を以下にまとめる。
３．５．１

インド

インドの組込み産業振興のための課題は、下記のとおりである。
直接要素
・ 人材確保・人材育成
・ 技術向上
間接要素
・ 通信インフラ整備
・ サービス輸出入促進のための法整備
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・ 知的財産に関する法制度整備

２．１章に述べたとおり、インド政府は組込みシステムおよび VLSI デザインを重視し、
人材育成政策を取ってはいるが、日々進展する技術スピードに常に見合った教育カリキュ
ラムを提供するには、民間企業との提携が欠かせない。この分野でインド側の教育機関に
対し積極的に協力を行っているのは、米系大手半導体関連企業である。米系大手企業が行
っている人材育成分野の協力は、各社の中・長期的利益に基づいて行われているわけであ
り、日本の関連各社が米系企業と同じ考え方でインドの人材育成に協力するのが、日本企
業にとって有益か否かは、日本企業各社が今後分析を行い判断することになるであろう。

企業レベルではなく、政策レベルで考慮すると、インド政府が 5 年ごとに策定する「5
カ年計画」の次期計画（第 11 次 5 カ年計画）の最終案発表が、2008 年 2 月中または 3 月
に行われるはずである。インド政府はこの計画をベースに詳細な対策を制定していくので、
日本側はこれらの計画の発表の内容を注視し、インド政府が必要としており且つ日本側が
協力出来る分野を見つけ、インド側と対策を一緒に練るのもより良い協力を進める一つの
手となるだろう1。

３．５．２

タイ

組み込みシステム系事業ニーズは拡大してきているが、タイでは組み込みソフトウェ
アに関わる人材がまだまだ少なく、学術機関、産業界と政府間でこの問題解決に向けた活
発な議論が進められている。より多くのマーケットが開拓されることで、組み込みソフト
ウェア開発経験がキャリアパスとなり、それにより多くの人材の流動を促す必要がある。
人材育成に取り組む、タイ組み込みシステム協会TESAは、アーキテクトと、デザイナーと
プログラマの３つの主要なカテゴリーでより多くの人材を育成する計画を立てている。
2010年にはプログラマ約1000人、2015年には2000人に増やし、2020年には4000人を育成す
る計画である。これに対応する形で、日本の情報処理推進機構(IPA）はSIPAとの間で、組
み込み技術者の育成支援に合意し、日本の組み込み技術標準ETSSのタイへの定着化を進め
ている。また、組み込みシステム技術者研修プロジェクトESTATEでは、泰日経済技術振興
協会TPA、タイ組み込みシステム協会TESA、JETRO、AOTSとの共同プロジェクトで、毎

例えば、第 11 次 5 カ年計画の IT 作業部会が提案している、産学連携で高度な研究･開発活動を行うセ
ンター･オブ･エクセレンス（CoE）の設立などは、日本企業、インド企業、日本政府、インド政府が協力
できる良いきっかけになるかもしれない。

1
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年15名程度日本企業に1年間派遣し、OJTで実務を学ばせ、中堅技術者育成を推進している。
言語熟達度に関して、英語・日本語を話す人は少ないが、現時点では、多くの組み込みソ
フトウェア企業にとって大きな問題となっていないようである。これは、タイでのオフシ
ョア開発がプログラミング、テスト等下流が主流でオフショアリング企業とのコミュニケ
ーションが限られているためと思える。将来タイ側で上流のプロジェクトを推進していく
には、高度な専門技術者育成とあわせ解決していく課題である。タイ政府が必要としてお
り且つ日本側が協力出来る分野を見つけることができれば、より良い協力を進める一つの
手となるだろう。

３．５．３

ベトナム

ベトナムのオフショア・アウトソーシング先としての強みは、労働コストの低さ、優
秀且つ勤勉な人材、低い離職率、日本文化の類似性等が挙げられる。一方、弱みとしては、
インフラの未整備、人材の不足（質と量の両面で不足、特に高度 IT 技術者や開発経験者が
不足）、外国語の能力の低さ、知的財産権保護の不十分さ、管理やマーケティング水準の
低さ等が挙げられる。ソフトウェア人材の需要に対して、供給が追いつかない状況にある
ことから、ソフトウェア人材の労働コストは急速に上昇しており、中国内陸部と比べての
優位性が薄れつつある。また、2006 年から 2010 年における IT 人材開発政策が設けられた
が、その移行実施速度は非常に遅く、実際の要求に対し有効ではない。また、IT 人材の需
要とそれに対する育成システムとの差は今後もギャップがあり続ける。ベトナムでは、日
系企業がハノイ工科大学の冠講座提供などで人材育成を進めている。ベトナム政府が必要
としており且つ日本側が協力出来る分野を見つけることができれば、より良い協力を進め
る一つの手となるだろう。
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