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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ＢＲＩＣｓ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調査等の補助事業のテー

マの一つとして（財）ニューメディア開発協会に「情報アプライアンシスの将来像に関す

る調査研究（ホーム家電イメージの今後の展開方策の検討）」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 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 
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はじめに 

 

 この３０年間マイクロコントローラ市場とマイクロプロセッサ市場はそれぞれ独自の発

展をしてきたことにより、両者の間に参入障壁が生じているが、「情報家電政策」が目指す

マイクロコントローラの変化の方向はこの参入障壁を低くし、再融合化の方向性を持つ。

この為、産業政策として情報家電政策を考える場合、「日本のニッチ市場を開放するのに見

合うものをマイクロプロセッサ汎用市場で獲得できるか」という観点での位置づけも考慮

すべきである。しかも、視点を変えて見たとき、この動向は情報家電政策実施の結果とし

てのみもたされるというものではなく、マイクロコンピュータの性能向上によりもたされ

る自然な帰結という面もあるので、産業政策として対策を考えておかざる得ない。 

情報家電が普及しない理由として、「用途が乏しい」、「信頼性・安全性が乏しい」、

「拡張性が乏しい」、「相互運用性が乏しい」があげられることが多い。しかしなが

ら、日本の将来性を託す産業として、情報家電に対する期待は大きく次のステージ

は「ネットワーク」と「プラットホーム」だとして、総務省の情報通信政策セッシ

ョンが「情報家電のネットワーク化」を議論し、経産省商務情報政策局長の私的研

究会が情報家電プラットホーム整備を手段とする「情報家電の市場化戦略」を取り

まとめている。この現実と期待のギャプを生めるために、「マイクロコントローラ

の未来像」及び「情報家電パラダイム」について議論を進め、日本の得意分野にお

いて新展開を図り、国際競争力を維持・発展に大きく貢献することを期待して、社

団法人日本機械工業連合会より委託を受け実施したものである。  

 本調査研究を遂行するにあたり、本調査研究のために設置された｢マイクロコントローラ

の未来に関する調査委員会（委員長：斎藤 信男・駒澤大学）」の委員各位と専門分野から

貴重なご意見、ご指導を賜った関係各位のご尽力に対し心より感謝申し上げる次第である。 

 

平成２０年３月 

 

財団法人 ニューメディア開発協会 

会 長  森 下 洋 一 
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｢マイクロコントローラの未来｣調査委員会 委員名簿 

 

（順不同・敬称略） 

 

 

委員長   駒澤大学                    斎 藤 信 男 

      グローバル・メディア・スタディーズ学部 

     学部長 

 

委 員  独立行政法人情報処理推進機構   牧 内 勝 哉 

          ソフトウェアエンジニアリングセンター 

     副所長 

 

委 員  東京工科大学            塚 本 享 治 

          メディア学部 

          教授 

 

委 員  東京工業大学          谷 内 田 益 義 

          総合研究院 ソリューション研究機構  

          特任准教授 

 

委 員   財団法人インターネット協会    国 分 明 男 

     副理事長 
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第１章 調査研究の概要 

 

１．１ 調査研究の目的 

「情報家電」は、消費者の側から「機械のコントローラとしては不必要な情報処理機能

を抱き合わせ販売されたようなもの」という見方を持たれることも多く、このままでは、

千載一遇の「家電製品革新と格段の性能向上のチャンス」を失いかねない。これをチャ

ンスとして生かすために、次の調査を実施して機械工業振興に役立てる。 

① 実需を喚起しうる「家電の情報化」とは何かを明らかにし、新規需要を創り出し

た情報家電の実例を見出す。 

② 「情報家電のパラダイムとは何か」をマイクロプロセッサとマイクロコントローラ

の再融合化という動向に合わせて再定義する。 

③  情報家電政策が日本のニッチ市場の開放という側面を持つことから、産業政策と

してニッチ市場の開放に見合うメリットを見つけ出し、強化することにより、産業

競争力強化を図る。 

以上の調査から、「マイクロコントローラのマイクロプロセッサ的汎用利用の進展」に

伴い生じる政策課題を明らかにし、新政策を提言することを目的とする。 

 

 



 - 2 - 

 

１．２ 調査研究の実施体制 

 

  本調査研究の実施体制を図 1 に示す。 

 

 

 

 

    委託 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 調査研究の実施体制 

社団法人 日本機械工業連合会 

財団法人 ニューメディア開発協会 

｢マイクロコントローラの未来｣ 調査委員会 

委員長 斎藤 信男（駒澤大学） 
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１．３ 調査研究成果の要約 

 

現在マイクロコントローラは、家電製品、自動車、モバイル機器、OA 機器、ロボット

等、様々な領域において幅広く利用されている。 

マーチン・フランズマンが 1995 年にオックスフォード大学プレスから出版した『日本

の情報・通信産業』のなかに「日本の IT 産業 7 不思議」というのがある。その 7 不思議

の一つが、「インテルが 1971 年に世界初のマイクロプロセッサを発表したが、その 5 ヵ

月後には NEC も製品化している。しかし、1992 年の世界シェアはインテル 73%に対し、

NEC のシェアはわずか 1%であった。しかし、マイクロプロセッサでは弱いが、NEC は

マイクロプロセッサに近いマイクロコントローラ市場ではトップメーカーである。」とい

うものである。この意味は、「日本企業は、スタート時点でほぼ同時だったマイクロコン

ピュータの開発競争において、マイクロプロセッサという主要市場の競争では敗退した

が、機能的にはほぼ等しい（機械を制御するための）マイクロコントローラでは主要な

位置を確保している」ということである。 

しかしながら、従来は組込みシステムごとに開発・利用されていたマイクロコントロ

ーラであるが、近年ではマイクロコントローラ利用製品のアプリケーションの高度化と

制御の複雑化に伴い、組込みソフトウェアの規模が巨大化することによって、マイクロ

コントローラにおいても OS を使う例が増えており、マイクロコントローラがマイクロプ

ロセッサと同様に汎用利用される傾向が強まっている。このように、マイクロコントロ

ーラとマイクロプロセッサの違いが少なくなっているので、従来から日本企業に強みの

あった「組込みシステム用マイクロコントローラ」の市場に、海外企業が参入し、競争

が激化することも予想される。 

また、マイクロコントローラの能力が飛躍的に増大している現在、マイクロコントロ

ーラを利用した家電製品は、その革新と格段の性能向上に向けた千載一遇のチャンスに

ある。しかしながら、家電製品の中には、不必要と思われるような情報処理機能を搭載

した製品も散見され、マイクロコントローラの性能向上によってもたらされる価値が消

費者の期待するものとは異なっている恐れがある。 

したがって、情報家電に係る産業政策を検討する上で重要な視点は、「マイクロコント

ローラの汎用利用に伴う市場変化のリスクに対して、どのような対策をとるか」という

視点と、「マイクロコントローラの性能向上によってもたらされる価値を、いかに家電製
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品の消費に結び付けるか」という視点である。 

本調査研究では、上記のような観点より家電製品等におけるマイクロコントローラの

利用状況と今後の技術動向、マイクロコンピュータの現状と開発動向、マイクロコント

ローラ用組込みソフト開発における課題・問題点について実態調査を行った。これらの

実態調査結果の分析をもとに、マイクロコントローラの性能向上が家電製品等の需要拡

大に結び付けるパラダイムを再定義し、技術・市場の変化に対応したマイクロコントロ

ーラの開発ができるという日本の強みを発揮している市場を失わないための対応策の検

討及びマイクロコントローラの性能向上によってもたされる価値を家電製品等の消費に

結び付ける対応策を検討し、情報家電の新展開に係るビジョンを取りまとめた。 
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第２章 情報家電の実態調査 

 

２．１ 家電製品等におけるマイクロコントローラの利用状況と今後の技術動向 

（１）家電製品におけるマイクロコントローラ 

炊飯器、電子レンジ、冷蔵庫といったキッチン用品、洗濯機や掃除機などの家事用品、

大画面テレビ、DVD プレーヤー、デジタルカメラといった AV 機器、その他にも家庭用

ゲーム機やエアコンなど、我々の身近にあり、もはや生活に欠かせなくなりつつある家

電製品では、そのほとんどにマイクロコントローラが組み込まれている1。 

経済産業省が組込みシステム関連開発企業2の経営者または事業責任者に行った調査3

によると（表 1 参照）、自社で開発する組込み製品の主要カテゴリとして「家電機器（電

子レンジ、炊飯器、エアコン、洗濯機、冷蔵庫等）」を選択した企業・事業の割合は 3.3％

となっている。それ以外にも「AV 機器（TV、DVD、デジタルカメラ、オーディオ機器

等）」の 9.3％、「個人用情報機器（PDA、電子手帳、GPS、カーナビ等）」の 7.7％、「教育

機器、娯楽機器（ゲーム機、電子楽器、電子辞書、玩具ロボット等）」の 3.1％、「民生用

通信端末機器（固定電話機、携帯電話端末等）」の 7.7％を合計すると、個人用途の組込

み製品は約 3 割（31.1％）である4。他方、工業制御・FA・産業機械（15.9%）やコンピュ

ータ周辺機器・OA 機器（8.9%）といった産業財や事務用途の組込み製品は約 7 割となっ

ている。国内企業が開発する組込み製品（すなわちマイクロコントローラ利用製品）に

おいて、家電製品（ここでは広義の消費財）が一定の割合を占めていることが分かる。 

 

                                                        
1 日経 BP 社の記事（http://itpro.nikkeibp.co.jp/a/it/tecima/tec0921/ima_15_1.shtml）によると、家電

製品の 94%にはマイクロコントローラが搭載されている。 
2 調査対象者は以下の５つである。 

1．情報家電機器や携帯機器、自動車や産業機器等の組込みソフトウェアが搭載された機器（組

込み機器）を開発する企業・事業 
2．組込み機器に搭載されるソフトウェア（組込みソフトウェア／OS／ミドルウェア等）を開

発・提供する企業・事業 
3．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・事業 
4．上記企業・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・事業 
5．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 

3 2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査。 
4 2006 年版調査では、28.9％であった。 
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１．AV 機器（TV、DVD、デジタルカメラ、オーディオ機器等）

２．家電機器（電子レンジ、炊飯器、エアコン、洗濯機、冷蔵庫等）

３．個人用情報機器（PDA、電子手帳、GPS、カーナビ等）

４．教育機器、娯楽機器（ゲーム機、電子楽器、電子辞書、玩具ロボット等）

５．コンピュータ周辺機器／OA 機器（プリンタ、ストレージ機器、複写機／複
合機等）

６．業務用端末機器（POS 機器、金融端末、自動改札機、自動販売機等）

７．民生用通信端末機器（固定電話機、携帯電話端末等）

８．通信設備機器等（ルータ、通信網用スイッチ、放送機器、無線機器等）

９．運輸機器／建設機器（自動車、船舶、飛行機、オートバイ、ブルドーザ／
ショベル機等）

10．工業制御／FA 機器／産業機器（プラント制御、工業用ロボット、印刷機
器、縫製機械等）

11．設備機器（エレベータ／エスカレータ、照明機器、空調機器等）

12．医療機器（診断・検査装置、個人用検査機器、福祉機器等）

13．分析機器・計測機器等（分光光度計、ロジックアナライザ、質量分析機
器、電子顕微鏡等）

14．その他の応用機器製品

（％）

 

表 1 日本企業が開発している組込み製品のカテゴリ 

 

 

（２）マイクロコントローラの用途 

現在マイクロコントローラの用途は、予約機能、熱管理、運転状態表示、モーター制

御などは様々に利用されており、その機能は家電製品の進化とともに高機能化の一途を

辿ってきている。 
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表 2「洗濯機」を例に見る制御の進化 

進化ステージ 説明 制御 STEP 数 

第 1 期 スイッチが入っている間、攪拌

動作のみを継続的に行う 
2STEP：電源オンとオフ 
オン・オフは人が行う 

第 2 期 「注水、タイマーによる攪拌制

御、排水」を「カムとタイマー、

バルブ」により機械的に制御す

ることにより行う 

11STEP：電源オン(これは人が行う)、注

水開始、水量感知、注水終了、攪拌開始、

タイマー作動、攪拌終了、排水開始、水

量検知、排水終了、電源オフ(機械的に行

う) 

第 3 期 「洗剤洗浄」「濯ぎ」という「同

じ洗浄動作」をシーケンス制御

で連続して行う 

21STEP：10STEP×2＋1(電源オン) 
第一段階の電源オフが第二段階の電源

オンとなり連続運転される。 

以上の制御は制御命令が少ないため、「カムとタイマー、バルブ」による機械的なコントロ

ールで済んでいたが、カムや機械的タイマーは個別に設計・加工しなければならないため対

応が難しいし、電流制御との相性も良くないので、モーター出力制御が必要となる第 4 期か

らは電子制御化が始まる。 

第 4 期 「洗い方を多様化」し、「脱水工

程」を含める、「乾燥機能」まで

持たせる、更にその全てを洗濯

機に「全自動」で行わせる。制

御が電子化される。 

～数百 STEP 
制御電子回路は一種のアナログコンピ

ュータになった。 
電流制御というような複雑な制御も容

易になり制御 STEP 数が一挙に増加 

当初は「個別に設計されたアナログ電子回路によって」行っていた電子制御も、1971 年にマ

イクロプロセッサが発明されると、制御用計算機部分と制御情報メモリーを分離して、制御

情報を置き換えるだけで、「同じマイクロコンピュータ」で大抵の家電製品の制御ができる

ようになるので、制御電子回路へのマイクロコンピュータ利用が進む。 

第 5 期 電子制御ではあるが、制御用計

算機がマイクロコンピュータに

変わったため、信号処理部分は

デジタル化された。 

制御メモリーを書き換え、追加するだけ

で新たな制御ができるので、不必要とも

思えるほど複雑な動作をさせるように

なり、「洗濯機」制御命令の数も数千

STEP に及ぶようになる。 

「センサーからの入力」や「機械を動かす制御信号」は電圧であったり、電流であったり、

アナログ量であることが多いため、完全デジタル化はまだ完了していない。センサー入力・

制御信号はデジタル⇔アナログ変換して利用。 

第 6 期 「デジタル制御信号による直接

制御」 
制御のデジタル化という流れが進むが、

それとは別に、マイクロコンピュータを

情報処理機器と見做して「情報家電」と

いう視点が強調されている 
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例えば洗濯機を例にとってみると、初期の洗濯機において制御ステップは電源のオン

とオフという 2 つだけであり、機械制御は不要であったが、第 2 期の洗濯機において「注

水、タイマーによる攪拌制御、排水」を「カムとタイマー、バルブ」により機械的に制

御するようになった。第 3 期には、「洗剤洗浄」「濯ぎ」という「同じ洗浄動作」をシー

ケンス制御で連続して行うようになった。以上の制御は制御命令が少ないため、「カムと

タイマー、バルブ」による機械的なコントロールで済んでいたが、カムや機械的タイマ

ーは個別に設計・加工しなければならないため対応が難しいし、電流制御との相性も良

くないため、モーター出力制御が必要となる第 4 期からは電子制御化が始まった。当初

は「個別に設計されたアナログ電子回路」によって行っていた電子制御も、1971 年にマ

イクロプロセッサが発明されると、制御用計算機部分と制御情報メモリーを分離して、

制御情報を置き換えるだけで、「同じマイクロコンピュータ5」で大抵の家電製品の制御が

できるようになったため、制御電子回路へのマイクロコンピュータ利用が進んだ。現在

では数千ステップに及ぶ制御命令をマイクロコンピュ－タが行っている（表 2 参照）。 

 

 

（３）コンピュータネットワークへの接続需要のある家電製品 

AV 機器やゲーム機器、携帯電話、カーナビを除くと、コンピュータネットワークへの

接続需要が大きい家電は意外と少ない。AV・娯楽系機器や携帯電話、カーナビはもとも

と外部から新たな情報を取り入れるための機器であるが、いわゆる白物家電のような他

の家電製品では、制御情報等を外部から新たに取り入れる必要がないか、少ないために、

ネットワークにつなぐ需要自体はそれほど多くない。その結果、通信機能を搭載し外部

ネットワークと連携するなどの機能を備えた情報家電、すなわち、家電に特化したコン

ピュータとしての情報アプライアンスへの需要は近年あまり増加していない。 

しかし、ホームメディカルやヘルスケアの領域においては、近い将来到来する高齢化

社会における医療・介護問題への対策として、コンピュータネットワークを通じて家庭

                                                        
5 本報告書では「マイクロコンピュータ」は、マイクロコントローラ（MCU）とマイクロプロ

セッサ（MPU）の両者を含めた意味で使用する。「マイクロコントローラ」とは、電子部品とし

ての LSI、すなわち、ROM や RAM のほか、入出力ポート、タイマー、A/D 変換機、D/A 変換

機 など多くの周辺機器を搭載した小型の組み込み用マイクロプロセッサを示す名称である。現

在の「マイコン」（とりわけ「1 チップマイコン」）は「マイクロコントローラ」の略称として使

用されることが多いが、かつて「マイコン」といえば、「マイクロコンピュータ」の略称であり、

マイクロプロセッサを利用した個人用小型コンピュータ（電子計算機）のことを指していた。 
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の外の家族や医療機関との連携が可能となるような製品やサービスへの需要が見込まれ

る。このような領域においては、医療や健康ニーズに特化した新しい情報家電の商品化

が今後ますます活発になることが予想される。 

 

(i) オムロンヘルスケアの事例6 

オムロンヘルスケアの歩数計では、マイクロコントローラ自体に通信機能が付属して

いるわけではないが、付属の CD-ROM と専用 USB ケーブルを使って、歩数計のデータを

パソコンに転送し、日間・週間・月間・年間、累計の歩数、歩行時間、消費カロリー、

歩行距離、脂肪燃焼量を記録でき、インターネット上のユーザ専用の有料サイト「Walker's 

index」で、歩数ランキングを競ったり、レクチャー情報を得たり、専門家への質問を行

ったりすることができる。 

オムロンヘルスケアは NTT データと提携して、2008 年 4 月から「メタボリックシンド

ローム」の改善支援を目的とした「生活習慣改善支援アプリケーション」の提供を予定

している。「生活習慣改善支援アプリケーション」では、被保険者・被扶養者は通信機能

付の健康機器（歩数計・体重体組成計・血圧計等）を通じて、個人用のホームページで

生活習慣改善に関する目標設定や進捗度合いを管理したり、日々のバイタルデータ（歩

数、体重、血圧データなど）を、インターネット経由でデータベースに簡単に保存、管

理することができる。「生活習慣改善支援アプリケーション」は以下の「生活習慣改善プ

ログラム」、「インセンティブプログラム」、「スタッフ支援機能」の 3 つの要素から構成

される。 

「生活習慣改善プログラム」では、健診データ、問診データや、通信機能付健康機器

を通じて収集したデータを自動で分析し、個別利用者ごとにカスタマイズされた生活習

慣改善のアドバイスを生成・提供する。 

「インセンティブプログラム」では、利用者が行う健康増進活動のモチベーションを

ポイントという形で具体的に提示することにより、健康増進活動の継続的実施を支援す

る。例えば、通信機能付歩数計を通じ、毎日の歩数に応じてポイントの付与を行う。 

「スタッフ支援機能」では、企業・医療保険者・健診機関・医療機関などに従事する

医療専門職・スタッフが、対象者の健康づくりの管理・アドバイス提供・レポート作成

などの業務を効率的に実施することを支援する。 

 

                                                        
6 出典：オムロンヘルスケアホームページ、オムロンホームページ 
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図 2 「生活習慣改善支援アプリケーション」7 

 

(ii) NTT ドコモの事例8 

NTT ドコモは、2007 年 10 月開催の国際展示会 CEATEC にて「ウェルネス携帯電話」

の試作機を出展した。これは、三菱電機製端末「D903i」をベースモデルに、脈拍や体脂

肪、歩数、口臭をチェックする機能を搭載したものである。メタボリックシンドローム

を気にする人が増えるなど健康への関心が高まる中、「何かケータイでサポートできるこ

とはないかと考えた」のが開発のきっかけであり、開発に当たっては、操作やデータ入

力に煩わしさを感じさせないよう配慮したという。 

端末には、健康への配慮を続けるための仕組みも用意されており、1 つは「ワークアウ

トミュージックプレーヤー」という、端末に距離や時間、消費カロリーなどの目標数値

を設定し、音楽を聴きながらジョギングやウォーキングを行える機能である。 

もう 1 つは SNS との連係機能であり、計測した各種データを i アプリ経由でサーバー

にアップロードでき、例えばこのデータを SNS と連携させれば、「家族や友達とデータを

共有して、励まし合ったりしながら健康維持に関する取り組みを続けられる」というメ

リットがあるという。 

 
                                                        
7 出典：オムロンヘルスケアホームページ 
8 出典：ITmedia ホームページ（http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0710/02/news036.html） 
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また、従来の「家電」の範疇を超えて、家やマンション全体を情報化・ネットワーク

化し、ホームセキュリティや、リモートメンテナンス、高齢者の介護、児童の見守りに

役立てるような「ネットワーク・ホーム」あるいは「ユビキタス・ホーム」の分野は、

今後の拡大が予想される。また家庭用ロボットも、今後の伸びが期待される分野である

（図 3 参照）。 
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図 3 日本国内におけるロボットの市場規模予測9 

 

 

（４）IC 利用企業がマイクロコントローラに求める要件 

 

 家電メーカー等の IC 利用企業へのヒアリングによると、IC 利用企業側でマイクロコン

トローラに求める第一の要件は「低価格」なことであり、他製品に比べて高額なマイク

ロコントローラについては、価格差見合いの能力を持っている場合のみ、購買の比較対

象に含まれる。IC メーカーの方も、マイクロコントローラの能力（パフォーマンス）見

合いで、価格設定を行っている。したがって、マイクロコントローラをめぐるビジネス

モデルは、現状では「価格（コストパフォーマンス）競争」に一元化されていると言え

                                                        
9 出典：野村総合研究所 情報・通信コンサルティング部『これから情報・通信市場で何が起こ

るのか ―2008 年版―IT 市場ナビゲーター』（東洋経済新報社、2008 年） 
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る。 

また、家電メーカー等の IC 利用企業がマイクロコントローラに求める要件は、価格以

外では、以下のような多様な要件が挙げられており、製品ごとにも異なっている。 

 

・ 低消費電力（携帯電話・携帯ゲーム機等のモバイル製品、電池式の製品等） 

・ 小型化・省容積 

・ 処理速度 

・ 省資源 

・ 周辺部品との配線の容易さ 

・ 部品のモジュラリティ（チップも含めた再利用性） 

 

また、組込みソフトウェア開発を効率化するために、なるべく様々な製品で利用できる

ような汎用のマイクロコントローラが求められるようになっている。 
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２．２ マイクロコンピュータの現状と開発動向 

（１）「巨大化」する組込みシステム 

家電製品等の組込みシステムでは制御 STEP 数が飛躍的に増大し、100 万行を超えるプ

ログラムも珍しくなくなっている。携帯電話では 500 万行、通信機能搭載型カーナビで

は、300 万行、薄型テレビでは 60 万行、HDD 内蔵 DVD レコーダでは 100 万行に達する

製品も登場してきている。図 4～図 6 は、家電製品、携帯電話、自動車等のソフトウェ

ア規模に関するアンケート結果である。 
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図 4 民生・家電製品のソフトウェア規模10 

 

                                                        
10 出典：日経エレクトロニクス 2007 年 12 月 31 日号 
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図 5 通信機器（携帯電話等）のソフトウェア規模11 
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図 6 自動車のソフトウェア規模12 

 

このように、近年、組込みソフトウェアの規模は巨大化の一途にある。このため、組

込みシステムにおいて OS を使う比率も増える傾向にあり、2007 年ではその割合は 75％

強に達している（図 7 参照）。製品へのマイクロコントローラ搭載数も増加の一途にあり、

例えば自動車の 1 台当たり平均マイコン搭載数は 1998 年の 30 個から、2003 年は 70 個13に

増加している。 

                                                        
11 出典：日経エレクトロニクス 2007 年 12 月 31 日号 
12 出典：日経エレクトロニクス 2007 年 12 月 31 日号 
13 出典：経済産業省資料 
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図 7  組込みシステムにおいて利用する OS（プロジェクト責任者へのアンケート）14 

 

 

（２）ARM アーキテクチャの躍進 

  携帯電話、携帯型ゲーム機、携帯音楽プレーヤー、PDA など、モバイル系の高機能端

末では、英国 ARM 社の ARM アーキテクチャを搭載した 32 ビットマイクロコンピュー

タが広く利用されている。ARM 社は英国のプロセッサ設計・開発企業であり、プロセッ

サの製造は行わず、知的財産権（IP）のライセンス販売を行う。ARM 社は MPU のコア

（演算する部分）の IP のみを提供し、それ以外の部品は IC メーカー各社において組み合

わせて MPU として提供している。欧州の GSM 携帯電話や、携帯ゲーム機（ニンテンド

ーDS、PSP）、携帯音楽プレーヤー（iPod、iPhone）、デジタル TV、デジタルカメラ等で

多数採用されている。32 ビット／64 ビットマイクロプロセッサにおける ARM の世界シ

ェアは 61%であり（図 8 参照）、携帯電話用途の 32 ビット／64 ビットマイクロプロセッ

サにおける ARM の世界シェアに至っては、実に 99％である（図 9 参照）。 

この理由は、ARM アーキテクチャのマイクロコンピュータが低消費電力で一定の実用

的な性能を発揮できること、ラインナップが豊富であるため様々な製品に対応できるこ

とが挙げられる。また、ARM がこの分野で既にデファクトスタンダードになっているた

めに、開発技術や開発機器、ノウハウが出回っており、ARM に慣れたソフトウェア技術

者が増えていることも大きい。また、PDA、携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯型ゲ

                                                        
14 出典：2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査 
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ーム機、カーナビ等に使用される OS（WindowsCE、Symbian、Linux）では広く ARM が

サポートされているということも、理由の 1 つとして挙げられる15。 

 

 
図 8 ARM の 32/64 ビットマイクロプロセッサのシェア（2004 年）16 

 

 
図 9 ARM の携帯電話 32/64 ビットマイクロプロセッサのシェア17 

 

                                                        
15 これらの OS はすべて海外の製品であるため、日本メーカーのプロセッサへの OS 実装が遅れ

る場合がある。 
16 出典：ARM（株）資料 
17 出典：ARM（株）資料 
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ただし、ARM の強みは低消費電力で実用的な性能で動くという点にあるため、自動車、

AV 機器、据え置き型ゲーム機、パソコン、複合機など AC 電源が確保されたハイパフォ

ーマンスを要求される装置では、ARM 系はそれほど強みを発揮している訳ではない。 

 

 

（３）組込みシステムにおいてマイクロコントローラの占める位置 

  組込みシステムでは、マイクロコントローラや、マイクロコントローラ周辺の LSI（DSP

等）、入出力回路、OS、ソフトウェアを含めたシステム全体の中でマイクロコントローラ

の占める位置付けや価値は、個々の製品（システム）により異なるが、一般的な趨勢と

してはその位置づけは小さくなりつつある。組込みシステムが高機能化し、規模が巨大

化したことから、ソフトウェア上で様々な機能を実現することが主流となったため、マ

イクロコンピュータは単なる部品の一つと考えられるようになってきた。同等な性能を

持つ代替可能なマイクロコンピュータはいくらでもあるので、もはやマイクロコンピュ

ータ自身は 終製品の差別化にはつながってこない。例えば、自動車の組込みシステム

ではどのようなマイクロコンピュータを使うかではなくて、むしろ組込みシステム全体

としてどのような機能を発揮できるかが重要である。IC を利用する家電メーカー・自動

車メーカー等にとっては、マイクロコンピュータ単体よりも、機器・装置ごとの専用ロ

ジックにリソースを費やす方が合理的である。そのため、マイクロコンピュータは、い

まや価格が 大の差別化要因となってしまっている。 

家電メーカー等の IC 利用企業がマイクロコントローラに求める第一の要件は「低価格」

なことであり、他製品に比べて高額なマイクロコントローラについては、価格差見合い

の能力を持っている場合のみ、購買の比較対象に含まれる。IC メーカーの方も、マイク

ロコントローラの能力（パフォーマンス）見合いで、価格設定を行っている。したがっ

て、マイクロコントローラをめぐるビジネスモデルは、現状では「価格（コストパフォ

ーマンス）競争」に一元化されていると言える。また、組込みソフトウェア開発をコス

ト面を含めて効率化するために、なるべく様々な製品で利用できるような「汎用のマイ

クロコントローラ」が求められるようになっている。 

 

 

（４）マイクロコントローラの汎用利用化 

マーチン・フランズマンが 1995 年にオックスフォード大学プレスから出版した『日本
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の情報・通信産業』のなかに「日本の IT 産業 7 不思議」というのがある。その 7 不思議

の一つが、「インテルが 1971 年に世界初のマイクロプロセッサを発表したが、その 5 ヵ

月後にはNECも製品化している。しかし、1992年の世界シェアはインテルが 73%に対し、

NEC のシェアはわずか 1%であった。しかし、マイクロプロセッサでは弱いが、NEC は

マイクロプロセッサに近いマイクロコントローラ市場ではトップメーカーである。」とい

うものである。この意味は、「日本企業は、スタート時点でほぼ同時だったマイクロコン

ピュータの開発競争において、マイクロプロセッサという主要市場の競争では敗退した

が、機能的にはほぼ等しい（機械を制御するための）マイクロコントローラでは主要な

位置を確保している」ということである。 

 

表 3 世界半導体メーカーの売上トップ 10 の推移18 

ランク 1981 1986 1989 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1
TI

(米)
NEC
（日）

NEC
（日）

Intel
（米）

Intel
（米）

Intel
（米）

Intel
（米）

Intel
（米）

Intel
（米）

Intel
（米）

Intel
（米）

Intel
（米）

Intel
（米）

2
Motorola

（米）
東芝
（日）

東芝
（日）

NEC
（日）

NEC
（日）

東芝
（日）

東芝
（日）

Samsung
（韓）

Samsung
（韓）

Samsung
（韓）

Samsung
（韓）

Samsung
（韓）

Samsung
（韓）

3
NEC
（日）

日立製作
所

（日）

日立製作
所

（日）

東芝
（日）

東芝
（日）

NEC
（日）

STMicro
（欧）

東芝
（日）

ﾙﾈｻｽﾃｸﾉﾛ
ｼﾞ

（日）

TI
(米)

TI
(米)

TI
(米)

東芝
（日）

4
Philips
（欧）

Motorola
（米）

Motorola
（米）

Motorola
（米）

日立製作
所

（日）

Samsung
（韓）

Samsung
（韓）

STMicro
（欧）

TI
(米)

ﾙﾈｻｽﾃｸﾉﾛ
ｼﾞ

（日）

東芝
（日）

Infineon
（欧）

TI
(米)

5
日立製作

所
（日）

TI
(米)

TI
(米)

日立製作
所

（日）

Motorola
（米）

TI
(米)

TI
(米)

TI
(米)

東芝
（日）

Infineon
（欧）

STMicro
（欧）

STMicro
（欧）

STMicro
（欧）

6
東芝
（日）

NS
（米）

富士通
（日）

TI
(米)

Samsung
（韓）

STMicro
（欧）

NEC
（日）

NEC
（日）

STMicro
（欧）

STMicro
（欧）

ﾙﾈｻｽﾃｸﾉﾛ
ｼﾞ

（日）

東芝
（日）

Infineon
（欧）

7
NS

（米）
富士通
（日）

三菱電機
（日）

富士通
（日）

TI
(米)

Motorola
（米）

Motorola
（米）

Infineon
（欧）

Infineon
（欧）

東芝
（日）

Infineon
（欧）

Hynix
（韓）

Hynix
（韓）

8
Intel
（米）

Philips
（欧）

Intel
（米）

三菱電機
（日）

富士通
（日）

日立製作
所

（日）

日立製作
所

（日）

Motorola
（米）

NECｴﾚｸﾄﾛ
ﾆｸｽ
（日）

NECｴﾚｸﾄﾛ
ﾆｸｽ
（日）

NECｴﾚｸﾄﾛ
ﾆｸｽ
（日）

ﾙﾈｻｽﾃｸﾉﾛ
ｼﾞ

（日）

ﾙﾈｻｽﾃｸﾉﾛ
ｼﾞ

（日）

9
松下電子

工業
（日）

松下電子
工業
（日）

松下電子
工業
（日）

Philips
（欧）

三菱電機
（日）

Infineon
（欧）

Infineon
（欧）

Philips
（欧）

Motorola
（米）

Philips
（欧）

Hynix
（韓）

AMD
（米）

NXP
(欧)

10
FCI
（米）

三菱電機
（日）

Philips
（欧）

松下電子
工業
（日）

Hyundai
（韓）

Micron
（米）

Philips
（欧）

日立製作
所

（日）

Philips
（欧）

Freescale
（米）

AMD
（米）

Freescale
（米）

NECｴﾚｸﾄﾛ
ﾆｸｽ
（日）  

 

                                                        
18 出典：ガートナー データクエスト(1981 年～2006 年)、ガートナー（2007 年） 
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表 4 世界半導体メーカー ランキング・トップ 1019 

（単位：百万ドル）

2007年
ランク

2006年
ランク

メーカー名
2007年
売上高

2007年
シェア（%）

2006年
売上高

2007年
対前年成長率
（%）

1 1 Intel 32,918 12.2 30,427 8.2
2 2 Samsung　Electronics 20,850 7.7 20,138 3.5
3 6 東芝 12,504 4.6 9,783 27.8
4 3 Texes Instruments 11,483 4.2 11,984 -4.2
5 5 STMicroelectronics 9,928 3.7 9,854 0.8
6 4 infineon Technoligies 9,812 3.6 10,533 -6.8
7 7 Hynix Semiconductor 9,622 3.6 8,007 20.2
8 8 ルネサス テクノロジ 8,005 3.0 7,900 1.3
9 11 NXP Semiconductors 5,833 2.2 5,874 -0.7

10 12 NECエレクトロニクス 5,809 2.1 5,680 2.3
その他 143,523 52.7 142,500 0.7
合計 270,287 100.0 262,690 2.9  

 

 

しかしながら、従来は組込みシステムごとに開発・利用されていたマイクロコントローラ

であるが、近年ではマイクロコントローラ利用製品のアプリケーションの高度化と制御の

複雑化に伴い、組込みソフトウェアの規模が巨大化することによって、上述のように、マ

イクロコントローラにおいても OS を使うケースが増え、マイクロコントローラがマイクロ

プロセッサと同様に汎用利用される傾向が強まっている。特に携帯電話というパソコンに

近い情報機器の組込みシステムでは、マイクロコントローラは汎用利用化の方向に向かい

つつある（図 10 参照）。 

 

                                                        
19 出典：ガートナー 
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組
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組
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専用システム 汎用システム

多
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多
様
性
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コンピュータの応用分野

モバイル情報機器／端末

組
込
み
シ
ス
テ
ム

組
込
み
シ
ス
テ
ム

専用システム 汎用システム

専用システム 汎用システム

多
様
性

多
様
性

コンピュータの応用分野

コンピュータの応用分野

モバイル情報機器／端末

 
図 10 組込みシステムのパラダイム変化20 

 

日本の IC メーカーはかつて少品種多量生産の DRAM で収益をあげていたが、多品種

少量生産のマイクロコントローラや ASIC に乗り換えることによって収益力を落とした。

しかし、単品当たりの儲けが少ないことが、海外のガリバー企業の参入を防いでいる側

面もある。しかし、近年では、マイクロコントローラとマイクロプロセッサの違いが少

なくなっているので、従来から日本企業に強みのあった「組込みシステム用マイクロコ

ントローラ」の市場に、海外企業が参入し、競争が激化することも予想される。今後、

汎用マイクロコントローラの需要が高くなり、特定のチップの生産量が増えるなど、単

品の儲けが増えるような変化が起きると、海外企業との競争が激化して、DRAM の二の

舞となる恐れもある。このようなマイクロコントローラの汎用利用に伴う市場変化のリ

スクに対して、何らかの対策を取ることが必要である。 

 

 

                                                        
20 出典：独立行政法人情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター監修『図

解でわかる組込みシステム開発のすべて』（日本実業出版社、2007 年 7 月） 
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２．３ マイクロコントローラ用組込みソフト開発における課題・問題点 

（１）組込みソフトウェア開発における課題 

組込みソフトウェア開発における課題としては、まず、ソフトウェアの大規模化（2.2

節の図 4～図 6 参照）、ソフトウェアの高品質化、安全対策の強化、開発日程の制約、人

材不足等の課題に加え、それらに伴う課題として、開発現場への重い負担、不具合・ト

ラブルの急増などが挙げられる。 

家電製品や携帯電話など、組込みシステムを含んだ製品は世界中の不特定多数の人間

が利用する。組込みシステムにバグや不具合が発生した場合、製品回収・修理のコスト

や企業イメージのダウンなど、企業が受けるダメージは大きい。また、自動車のエンジ

ン制御やブレーキ制御、エアバッグなど人命にかかわる機器に組込みシステムが使われ

ているケースも多い。そのため、組込みソフトウェアには高い品質と、高い安全対策が

求められている。事業責任者へのアンケート調査でも、組込みソフトウェア開発の課題

として「設計品質の向上」を第一に挙げた回答者は 50%弱に上っている（図 11参照）。 

 

 

図 11 組込みソフトウェア開発の課題（事業責任者へのアンケート）21 

 

安全対策については、自動車用組込みソフトウェアの機能安全に関する国際標準化

                                                        
21 出典：2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査 
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（ISO26262）の動きがある。2005 年末に WG がスタートし、欧州主導で議論が進められ

ている。標準化の内容としては、システムの特性に応じて安全度水準を規定し、求めら

れる安全度水準（SIL：Safety Integrity Level)に応じて推奨する技術、ソフトウェア開発手

法、テスト環境等を規定するものであり、2008 年～2009 年に策定される見込みである。

今後、この安全基準を満たしていない自動車は EU 域内を走れなくなることが予想される

ため、日本の自動車業界にも対応が求められているところである。 

組込みソフトウェア産業における人材不足については、「2007 年版組込みソフトウェア

産業実態調査」によれば、国内の組込みソフトウェア技術者 23.5 万人に対して、不足数

は 9.9 万人であり、不足率は実に 42.1％に達する（図 12 参照）。とりわけハイレベル技

術者が不足しており、その不足率は 65％に達している（図 13参照）。 

 

 

図 12 組込みソフトウェア技術者数（現状人数と不足人数）の推移22 

 

                                                        
22 出典：2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査 
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図 13 職種・スキルレベル別不足率（事業責任者へのアンケート）23 

 

とりわけ、ソフトウェアの大規模化（いわゆる「ソフトウェア爆発」）、高い品質要求、

短い開発期間、人材不足などに起因する、開発現場への負担は深刻な課題となっている。

組込みソフトウェアの規模は際限なく拡大する傾向にあり、100 万行を超えるプログラム

も珍しいものではない。それにもかかわらず担当する技術者を増やせなかったり、「シス

テムアーキテクト（後述）」による分業構築がうまく行かなかったりするので、月間 200

時間という残業を余儀なくされる技術者も出てきて、メンタルヘルスを含む健康管理も

重要な課題になっている。 

「2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査」では、月平均労働時間が 200 時間以上

の組込みソフトウェア技術者は 40％を超えた（図 14 参照）。ただ、これは事業者へのア

ンケート結果であり、技術者個人からの回答結果では、月平均実労働時間が 200 時間以

上の人はほぼ 50％となっており（図 15 参照）、事業者と技術者個人とでは認識がやや異

なる結果となっている。 

 

                                                        
23 出典：2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査 
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図 14 技術者の月平均労働時間（事業責任者へのアンケート）24 

 

 
図 15 技術者の月平均実労働時間（技術者個人へのアンケート）25 

 

2007 年 10 月の JR 東日本、私鉄各社を含む「Suica」、「PASMO」の改札機トラブルは、

83 万行に及ぶソフトウェアの中で特定の 8 文字が抜けていたことが原因であった。開発

現場は、集中力を殺ぎ、ミスを誘うような過酷な労働環境の中で、ソフトウェアの規模

                                                        
24 出典：2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査 
25 出典：2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査 
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のみが拡大していく状況にもある。 

 

 
図 16 不具合発生製品率（事業責任者へのアンケート）26 

 

図 16 は、「2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査」における組込み製品の不具合

発生製品率である。2006 年版調査に比べ、「不具合なし」が増加したが、「不具合製品 30%

以上」の企業も増加する結果となった。表 5 に、 近 1 年間に発生した組込みシステム

の不具合・トラブル事例のうち、主だったものを掲載する。 

                                                        
26 出典：2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査 
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表 5 最近の組込みシステム不具合・トラブル事例 

日付 概要 説明 
2007 年 3 月

2 日 
au の携帯電話 64
万台に不具合 

三洋電機製の 3G 端末「W41SA」と京セラ製の 3G 端末

「W41K」で、電池パックが膨張するなどの不具合を発表。

両機種の稼動台数は 2 月 25 日現在で、それぞれ 21 万 4683
台と 42 万 1207 台。ソフトウェアに問題があり、充電の

しかたによって電池パックに異常が起きるという。3 月 2
日よりオンライン更新を実施。27 

2007 年 5 月

23 日 
NTT 東西地域会

社の「ひかり電

話」で障害 

光 IP 電話サービス「ひかり電話」で同日午前 6 時 25 分か

ら約 4 時間にわたって障害が発生。NTT 東西間の接続装

置が故障し、東西間で通話ができない状態になった。ひ

かり電話の全回線（NTT 東が 170 万 5000、NTT 西が 146
万 9000）で障害が起き、一般家庭向けのほか、企業向け

「ビジネスタイプ」「オフィスタイプ」にも影響が出た28。

NTT 東西間のひかり電話中継網における接続装置（中継

系呼制御サーバー）のハードディスクを交換した際のデ

ータ設定により、ハードディスク内の一部データが破壊

され、5 月 23 日 6 時 25 分にこのデータにアクセスがあり、

異常処理が発生した29。 
2007 年 5 月

27 日 
全日空の国内線

予約・チェックイ

ンシステムの障

害 

5 月 27 日未明に発生した予約・チェックインシステムの

障害により、多数の国内線の便に欠航・遅延が発生。ネ

ットワークシステム内の国内旅客系ホストコンピュータ

と空港設置端末間にある通信機器が故障し、通信制御コ

ンピュータ内に影響を及ぼしたため、ホストコンピュー

タと空港設置端末間の通信が滞る状態になり、その結果、

国内空港設置端末の多くが作動しない状態となった。30 
2007 年 5 月

31 日 
天然ガス車のリ

コール 
いすゞの「エルフ」、日産ディーゼルのコンドル、マツダ

の「タイタン」などの天然ガス車の原動機に不具合があ

るとして国土交通省にリコール（回収・無償修理）を届

出。圧縮天然ガス自動車において、エンジンの電子制御

コントローラのプログラムが不適切なため、スロットル

モーターと燃料噴射装置を駆動する電気駆動装置（EDU）

内のトランジスタに過大な電流が流れるものがあり、そ

のため、そのまま使用を続けると、当該装置内部のヒュ

ーズが溶断し、燃料噴射装置が作動しなくなり、 悪の

場合、走行中にエンストし、再始動できなくなるおそれ

がある。31 
                                                        
27 出典：CNET Japan ホームページ

（http://japan.cnet.com/mobile/story/0,3800078151,20344440,00.htm） 
28 出典：Itmedia ホームページ（http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0705/23/news035.html） 
29 出典：NTT 東日本ホームページ（http://www.ntt-east.co.jp/release/0705/070524a.html） 
30 出典：全日空ホームページ（http://www.ana.co.jp/topics/notice070613/index.html） 
31 出典：いすゞ自動車ホームページ（http://www.isuzu.co.jp/recall/1893elf.html）等 
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2007年 10月
12 日 

JR 東日本、私鉄各

社における自動

改札機の障害 

10月 12日の早朝から一部の駅で自動改札機が起動しなく

なり、午前 11 時頃まで自動改札機が利用できなくなった

というもの。影響は、Suica を使用している 3 つの事業者

の 192 駅 1,328 台、PASMO を使用している 13 事業者の

470駅 3,050台の自動改札機に及んだ。JR東日本とPASMO
協議会、関東 IC カード相互利用協議会によれば、原因は

日本信号製の IC カード判定部を搭載した自動改札機にお

いて、中央から送信されたデータを読み込むプログラム

に不具合があったことが判明した。不具合は、自動改札

機に送信するデータはサイズによって 2 分割で送信され

るが、この際に特定のサイズの場合に読み込みができず、

機器異常となって自動改札機がダウンするプログラムと

なっていたという。この不具合により、10 月 12 日朝に自

動改札機に送信されたデータの読み込みができず、自動

改札機が起動しなくなった。32 

 

 

我が国の組込みソフトウェア産業では、ソフトウェア開発を外部委託する割合も大き

い。図 17 に示すように、2007 年の調査では、80%弱の企業・事業が外部委託を行ってい

る。外部委託先として海外企業に委託する割合も 5.9%あり、海外企業に委託する理由と

しては、図 18 に見られるように、「開発費節減のため」が 40%弱と も大きい。ただし、

海外企業への委託については、図 19 のように、「コミュニケーション（言語の違いによ

る）」の課題があると答えた事業責任者の割合が高かった。 

 

                                                        
32 出典：INTERNETWatch ホームページ

（http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/10/15/17180.html） 
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図 17 組込み開発における外部委託の割合（事業責任者へのアンケート）33 

 

 

図 18 組込み開発における外部委託の理由（事業責任者へのアンケート）34 

 

                                                        
33 出典：2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査 
34 出典：2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査 
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図 19 組込み開発における外部委託の課題（事業責任者へのアンケート）35 

                                                        
35 出典：2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査 
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（２）課題に対する改善策 

（１）節で挙げた組込みソフトウェア開発に課題に対し、下記のような 4 つの改善策

が挙げられる。 

 

① 組込みソフトウェア開発の生産効率の向上： 

制御系アプリケーションの共通化・標準化等によって、生産効率を向上させる。また、

組込みソフトウェア開発の水平分業によるサプライチェーン化を推進する。 

② 組込み製品開発戦略の見直し： 

製品から不必要な機能を省く、新製品を販売するサイクルを長くする等、製品開発上

の戦略を見直す。 

③ 組込み技術者の育成の促進： 

システムアーキテクトといわれる「全体の枠組みを作って、各部分の分業開発（発注）

を可能とし、ユーザ企業と開発部隊の調整を行える」技術者の育成を促進する。 

④ 機能安全への発想転換： 

バグや不具合があっても装置が安全に動く・止まるという機能安全の発想で、システ

ムを開発する。 

 

以下、個別の改善策について記載する。 

 

 

① 組込みソフトウェア開発の生産効率の向上 

 

我が国における「組込みソフトウェア生産効率向上」の鍵は、制御系アプリケーショ

ンの階層構造化やモジュール化といった標準化にあるといわれている。これは、後述の

「システムアーキテクト試験」においても、システムアーキテクトの業務と役割として、

「汎用モジュール導入の妥当性や、開発されたソフトウェア資産の再利用の可能性につ

いて方針を策定する」ということで特記されており、その重要性が認識されている。こ

のようなモジュール化や共通化・標準化が遅れていたため、類似したプログラムを、各

企業が別々に開発したり、あるいは同一企業内でさえ何回でも作るという無駄が行われ

てきた。無論、企業が他社と自社製品を差別化すべき部分では、「自前主義」で自社開発

することが必要であるが、差別化の必要のない部分については、共通化・標準化された
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モジュールを使うという選択も、生産効率およびコストパフォーマンスを向上させるた

めには重要である。組込みソフトウェアも今後は、従来のハードウェアのように、ソフ

トウェアの「部品」ごとに水平分業を行い、サプライチェーンを構築することが必定と

なる可能性がある。 

自動車業界では、このような組込みソフトウェアの標準化の動きがある。自動車用組

込みソフトウェアの規模は、制御系、情報系ともに大規模化している。また、アプリケ

ーション層からミドルウェア、OS に至るまで個別システム毎に作り込んでいる現状では

コスト負担の増大が予想される。このため、アーキテクチャの重要性が認識され、モジ

ュール化も進みつつある。また、OS やミドルウェア層など基盤となる非競争領域につい

ては、各社が協調して開発する必要性も指摘されている。信頼性の高いソフトウェアへ

のニーズの高まりや、ソフトウェア開発規模の増大に伴う各社協調領域のプラットフォ

ーム化の必要性を受けて、欧州においては、国際標準化の議論も睨みつつ、AUTOSAR

というコンソーシアムにおいて高信頼な基盤ソフトウェアを開発中である。我が国にお

いても、JASPAR36という日本企業中心のコンソーシアムにおいて、高信頼な基盤ソフト

ウェア（ミドルウェア、OS を含む高信頼・高機能な基盤ソフト）および開発ツール類を

開発・整備する構想が計画されている37。 

 

また、組込みソフトウェア開発の生産効率の向上に当たっては、開発プロセスの選択

も重要である。下記に、いくつかの重要な開発プロセス、開発技法について紹介する。 

 

○ V 字プロセス 

 

                                                        
36 Japan Automotive Software Platform Architecture。2004 年 10 月設立の有限責任中間法人で、トヨ

タ、本田技研、日産、デンソー等が会員として参加 
37 出典：経済産業省ホームページ

（http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g61226a03j.pdf） 
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要求分析

システム設計

ソフトウェア設計

量産実機テスト

試作機テスト

シミュレータテスト

要求分析

システム設計

ソフトウェア設計

量産実機テスト

試作機テスト

シミュレータテスト

 
図 20 組込みシステム開発の V 字モデル38 

 

要求分析

基本設計

詳細設計

システムテスト

結合テスト

単体テスト

実装 コードインスペクション

要求分析

基本設計

詳細設計

システムテスト

結合テスト

単体テスト

実装 コードインスペクション

 

図 21 組込みソフトウェア開発の V 字モデル39 

 

V 字プロセスとは、仕様検討段階から製品完成に至る一連の流れを V 字に例え、設計

したものを検証し、不具合があれば設計を見直してまた検証するといったことの繰り返

しで開発を進めていく開発プロセスのことである40。 

V 字の左半分は設計過程であり、V 字の谷の部分は開発フェーズ、V 字の右半分は検証

過程である。左右のフェーズは対応付けられており、例えば「要求分析」フェーズで挙

げられた要件や仕様が反映されていることは「システムテスト」フェーズで検証し、「基

                                                        
38 出典：独立行政法人情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター監修『図

解でわかる組込みシステム開発のすべて』（日本実業出版社、2007 年 7 月） 
39 出典：独立行政法人情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター監修『図

解でわかる組込みシステム開発のすべて』（日本実業出版社、2007 年 7 月） 
40 出典：NEC エレクトロニクスホームページ

（http://www.necel.com/ja/channel/vol_0038/vol_0038_1.html） 



 - 33 - 

本設計」フェーズの結果は「結合テスト」フェーズで、「詳細設計」フェーズは「単体テ

スト」フェーズで検証を行う。 

 

○ モデルベース開発41 

 

一般的に自動車業界では上記の「V 字プロセス」といわれる開発スタイルがよく用いら

れているが、V 字プロセスにおいて、検証に至る前の仕様設計（プロトタイピング）時に

おいて、シミュレータ上のモデル（例えば仮想のエンジン）を使い、ソフトウェアの仕

様を詰めていく「モデルベース開発」が 近よく用いられている。試作したソフトウェ

アをいきなり実機で検証せず、まずシミュレータ上に実際のエンジンを制御しているか

のような環境（モデル）を作り出し、仮想的に動作検証を行っていくものである。これ

によって、仕様上の論理的な間違いやマイコン制御レジスタの設定ミスなど実機でなく

ても検出できる設計エラーを事前に検出したり、異常が起きた時の回復処理の設計エラ

ーを事前に発見したりすることができるので、実機検証時の負荷が減り、効率よくソフ

トウェア開発を行うことができる。 

 

○ コンカレント開発42 

 

狭義のコンカレント・エンジニアリング（CE；Concurrent Engineering）とは、製品開発

において概念設計／詳細設計／生産設計／生産準備など、各種設計および生産計画など

の工程を同時並行的に行うことである。設計部門内で複数の設計者が共同作業を効率的

に進めることを指す場合もある。 

狭義のコンカレント・エンジニアリングは、CAD／CAE／PDM などのシステムを通じ

てデータの共有・共用を行い、例えば意匠デザインと構造解析、強度計算などを同時並

行して作業することで、製品品質の向上と同時に開発期間の劇的な短縮を目指すもので

ある。 

広義にはこれを拡張して、企画・開発から販売・廃棄にいたる製品ライフサイクルの

全フェイズに関連する部門が、製品の企画や開発、設計などの段階に参加・協働するこ

とをいう。 

                                                        
41 出典：NEC エレクトロニクスホームページ

（http://www.necel.com/ja/channel/vol_0038/vol_0038.pdf） 
42 出典：@IT 情報マネジメントホームページ（http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/ce.html） 



 - 34 - 

 

② 組込み製品開発戦略の見直し 

 

開発現場へ過大な負担がかかっていることの一因として、携帯電話に典型的に見られ

るように、消費者が必ずしも必要としない機能まで付属していたり（図 22 参照）、半年

に 1 回新機種を出すといった戦略を挙げることもできる。イタリアでは、各衣類に合っ

た洗い方のプログラムをダウンロードできるというインターネット洗濯機が開発・販売

されたことがあるが、衣類を 1 枚ずつ洗う人はおらず、明らかな製品開発戦略のミスで

あった。 

組込み製品からこのような不必要な機能を省く（不必要な機能追加をしない）、新製品

を販売するサイクルを長くする等、既存の商品開発戦略を見直すことも重要である。 
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図 22 携帯電話に不必要な機能43 

 

③ 組込み技術者の育成の促進 

 

我が国の組込みソフトウェア産業では、上述のようにとりわけハイレベル技術者が不

足しており、その不足率は 65％に達している（図 13参照）。 

組込みソフトウェア開発においては、自社内で自前ですべての部分を開発するのでは

                                                        
43 出典：ポイントサイト「ライフマイル」によるアンケート調査。調査日 2008 年 2 月 18 日。

有効回答数 21409 人。 
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なく、共通プラットフォーム44の利用や、社外リソースや海外リソースの活用がバイタル

な課題であるという認識が次第に強くなりつつある。そこで、「システムアーキテクト」

といわれる、「全体の枠組みを作って、各部分の分業開発(発注)を可能とし、ユーザと開

発部隊の調整を行える」技術者をシステムエンジニアの中から育てる必要があるという

認識も持たれるようになってきた。情報処理推進機構（IPA）の情報処理技術者試験にお

いても「システムアーキテクト試験」の導入が決まっている45。「システムアーキテクト」

の業務と役割として「情報システム」と並んで「組込みシステム」が特掲されており、「組

込みシステムの機能仕様を決定する」「ハードウェアとソフトウェアの機能分担を切り分

けて 適なシステムアーキテクチャを設計する」「汎用モジュール導入の妥当性や、開発

されたソフトウェア資産の再利用の可能性について方針を策定する」という役割が期待

されている。 

 

④ 機能安全への発想転換46 

 

「機能安全」とは、絶対的な安全を確保する「本質安全」という概念とは異なり、安

全度水準を設定してリスクの評価を行い、許容リスク以下になるようにリスク軽減を実

施するという考え方である。「機能安全」の考え方では、組込みシステムにおいて、バグ

のない完全なソフトウェアを目指すのではなく、完全なソフトウェアはありえず、バグ

や不具合は防げないという前提で、不具合が発生してもいかに被害を低減し、システム

や機器の安全性を確保できるように機能を実装するかというように発想の転換を行って

いる。 

2000 年に IEC61508 が策定され、その後、原子力や鉄道、プロセス産業、産業機械など

の分野ごとにサブ規格が次々と策定された。現在は、上述の自動車用組込みソフトウェ

ア分野におけるサブ規格 ISO26262 が欧州主導で審議中である． 

組込みシステムの機能安全を確保するために必要となる具体的作業は、熟練度の高い

組織においては、システムの要件定義の際に潜在危険分析などを実施することである。

一方、要件定義に応じた実装や運用をスムーズに行えないような組織の場合は、各種の

                                                        
44 「プラットフォーム」あるいは「プラットフォーム化」とは、ある技術者が開発した技術を

「資産」として蓄積し、そこに次の技術を積み重ねて使っていくこと。 
45 「情報処理技術者試験：新試験制度の手引」

（http://www.jitec.jp/1_00topic/topic_20071225_shinseido_1.pdf）を参照のこと。 
46 出典：経済産業省ホームページ

（http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g61226a03j.pdf）、および「組み込みネッ

ト」ホームページ（http://www.kumikomi.net/article/report/2006/26f_safe/01.html） 
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研修や開発プロセスの見直しなども必要になる。 
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第３章 情報家電のパラダイムの検討および政策提言 

 

３．１ マイクロコントローラの未来像 

（１）「情報家電」とマイクロコントローラ 

2.1 節で既述のように、日本企業が開発している組込み製品において、家電、携帯電話、

ゲーム等を個人用途として、工業制御・FA・産業機械（15.9%）及びコンピュータ周辺機

器・OA 機器（8.9%）等を産業・事務用途とすると、個人用途の組込み製品 3 割にたいし

て産業・事務用途の組込み製品 7 割というのが大まかなシェアである（図 23 参照）。 

 

 

図 23 日本企業が開発している組込み製品のカテゴリ47 

 

情報家電という切り分けをしたとき、総務省・経済産業省の定義では、携帯電話やゲ

ーム機、乗用車も含めているので、「個人用途を対象とした 3 割分」について情報家電と

                                                        
47 出典：2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査。家電機器は「電子レンジ、炊飯機、エア

コン、洗濯機、冷蔵庫等」であり、AV 機器は「TV、DVD、デジタルカメラ、オーディオ機器

等」、個人用情報機器は「PDA、電子手帳、GPS、カーナビ等」、教育機器、娯楽機器は「ゲーム、

電子楽器、電子辞書、玩具ロボット等」、民生用通信端末機器「固定電話機、携帯電話端末等」

である。 
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して議論していることになる。また、産業・事務用途に用いられるマイクロコントロー

ラや組込みソフトウェアも個人用途の物と質的な差があるわけではないので、産業政策

上はこちらも含めて議論すべきとも言える。このように見てくると、純粋な（白物）家

電機器だけの 3.3%、AV 機器も含めた家電類の 12.6%、個人用途マイクロコントローラの

約 30%、産業・事務用途マイクロコントローラを併せた 100%まで、「情報家電」等の定

義によって、扱うべき範囲が大きく異なることになる。 

いずれにしても、組込みシステムにおけるマイクロコントローラは、「マイクロコンピ

ュータをコントローラとして使う」という同質の用途で使用されており、パソコンにお

ける「マイクロコンピュータを情報プロセッサとして使う」用途とは従来異なっていた。

しかし、近年のマイクロコントローラの汎用利用化に伴い、マイクロプロセッサ側から

マイクロコントローラ市場への参入障壁が低くなることの産業政策上の意味づけを検討

し、それに対処するために必要な政策を提案することが重要である。 

 

 

（２）マルチプロセッサ OS を利用した統合開発環境 

上記のような懸念に対する産業政策上の対処策の一案として、マルチプロセッサ OS を

使用して、ミドルウェアによる機能拡張型の統合開発環境を導入することが挙げられる。 

マルチプロセッサ OS を使用した、ミドルウェアによる機能拡張型の統合開発環境とは、

「マイクロプロセッサ→ハード制御→OS→領域別ミドルウェア→アプリケーションソフ

ト」のすべてを統合できる開発環境のことである。特定のマイクロプロセッサに依存し

ないマルチプロセッサに対応した OS による統合開発環境があれば、組込みソフトウェア

開発事業者は、あらゆる注文に対して迅速、確実に対応できるようになることが期待で

きる。すなわち、組込みソフトウェア開発の生産効率を大幅に向上させるような統合開

発環境を導入することによって、事業者内における「マイクロコントローラの汎用利用

化」への圧力を低減することができると考えられる。 

また、制御アプリケーションの標準化が進むと、1つのLSIでカバーできる制御が増え、

単一の LSI の生産量が上がり、単価は大幅に下がる。すると家電メーカーが現在行って

いるような「価格面の制約から限界的に能力を使い切るため、特別な LSI を選択する」

必然性も薄れ、余力を持った標準的な LSI を使うことにより、LSI の少数化が進むことに

なる。すると組込みソフトウェア開発事業者も慣れた LSI の使用が増え、安定性（信頼

性）と開発スピードが上がることにもなる。 
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（３）日本の産業に占めるマイクロコントローラの重要性 

総務省の「平成 16 年事業所・企業統計調査全国結果事業所に関する集計」によると、

我が国の全産業従事者 5,200 万人中、製造業全体従事者数 844 万人、組込みシステム関連

企業従業員数 471 万人であり、組込みシステム関連従事者は全産業比率で 9% 、製造業

比率で実に 56%に上っている。同様に、総務省「平成 16 年度国民経済計算確報及び平成

12 年基準改定結果」によると、組込みシステム産業規模は 62 兆円であり、平成 17 年の

国内総生産（GDP）501 兆円に占める割合は 12%となっている（図 24 参照）。 

組込みシステムにはほぼ必ずマイクロコントローラが含まれるため、マイクロコント

ローラ関連産業が我が国の国内総生産（GDP）に占める割合も 12%であると言ってよい。

さらに、図 25 に示すように、この割合は近年、漸増していることが分かる。 

 

 

図 24 平成 17 年の国内総生産（名目）に占めるソフトウェア関連産業48 

 

                                                        
48 出典：内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課「国民経済計算年報」、特定サー

ビス産業実態調査（平成 18 年）、2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査 
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図 25 国内総生産額（名目）と組込み関連産業生産額の推移49 

 

我が国の輸出入統計を見ても、「機械機器」のみが大幅な輸出超で、その他の製品（「鉱

物性燃料」、「食料品」、「原料品」、「繊維及び同製品」等）はすべて輸入超か、わずかの

輸出超にすぎない。ほとんどの機械機器にはマイクロコントローラが搭載されているこ

とに鑑みれば、国際競争力の強化の観点で見ても、マイクロコントローラや組込み産業

の育成は極めて重要である。 

それにもかかわらず、マイクロコントローラや組込みソフトウェア産業には「新 3K」

（「きつい」、「帰れない」、「給料が安い」）のイメージがあり、若者や学生への訴求力が

弱い分野となってしまっている。少子化の進展や、若者の理工系離れ、情報系離れも大

きな背景として存在する。組込みエンジニア個人の仕事の成果に光が当たり、エンジニ

アに十分なインセンティブが与えられることで、優秀な人材や学生がこの産業に集結す

るような施策が必要である。上述の「システムアーキテクト」の育成はその一例であり、

そのように高度な専門性と長いトレーニング期間を積んだ人材については、一般のエン

ジニアとは職種や待遇、給与等を別扱いにし、高い「地位」を与えることで、組込みソ

フトウェア産業全体のイメージアップにつなげるといった抜本的な対策も必要となろう。 

 

                                                        
49 出典：内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課「国民経済計算年報、（社）日本

機械工業連合会（平成 17 年度生産額実績統計）、2007 年版組込みソフトウェア産業実態調査 
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３．２ 情報家電パラダイムの再定義 

（１）「コンピュータ・アシストされた家電」としての情報家電 

マイクロコントローラによる機械制御の進化の方向性としては、マイクロコントロー

ラを搭載した家電製品を「情報家電（情報処理機能を備えた家電）」として捉える視点の

ほかに、「コンピュータ・アシストされた家電」として捉える視点も存在する。日本の家

電製品が韓国等の海外企業との競争で優位に立つためには、今後は後者の視点に立って、

他国の追随を許さないような「誰でも安心して使える使いやすい家電」や「人間をサポ

ートする従順な家電」、すなわち「かつてユニバーサルデザインと定義されたものの進化

型をコンピュータ・アシストにより実現した家電」を提供する方向性が考えられる。 

ここで重要なのは、家電や家庭用ロボット等に高性能なマイクロコントローラやセン

サー等を付けて 1 台の機械に何でもやらせるのではなくて、家の中にマイクロコントロ

ーラやセンサーを分散させておいて、必要なときに人間の活動をトータルで補助してく

れるというような発想の転換である。このような方向性は、ユビキタスセンサーネット

ワーク分野などにおける各社の研究開発動向にすでに現れている。 

情報家電を、「e-Life イニシアティブ50」等に示された「ネットワークを介して、映像、

音声、テキストデータ等の情報を、双方向で、高速、大量、容易に交換することを可能

にする情報通信機器及び家庭電化製品等」と定義することは、下記に示すように難しい

ことである。 

各「情報家電」のネットワークへの接続方法として、各家電を直にインターネットの

ノードとし常時接続することには、①各家電の情報処理能力が低く、②（AV 機器やゲー

ム機器、携帯電話、カーナビ等を除けば）通信需要も小さいため、たとえ IPV6 が使われ

るようになっても無理と無駄が多く、ネットワークが混乱しかねないので不適当である。

むしろ、各家庭内に LAN を引き、十分な機能を持った 1 台のホームサーバーを経由して

外部と接続するのが適当である。ホームサーバーが家庭内 LAN の統括機能を担い、ホー

ムサーバーのみをネットワークへ常時接続しておくだけで、当面考えられる各「家電」

                                                        
50 「e-Life イニシアティブ」とは、経済産業省が 2002 年 9 月から開催した「情報家電の市場化

戦略に関する研究会～e-Life 研究会～」において、2003 年 3 月 28 日に取りまとめた基本戦略報

告書のこと。同報告書では、「情報家電」を「携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、テレビ、 
自動車等生活の様々なシーンにおいて活用される情報通信機器及び家庭電化製品等であ 
って、それらがネットワークや相互に接続されたものを広く指す」と定義している。「情報家電

の市場化戦略に関する研究会～e-Life 戦略研究会～基本戦略報告書『e-Life イニシアティブ』」

（2003 年 4 月）（http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003917/0/030411e-life.pdf）を参照のこと。 
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のネットワーク接続需要は満たせるだろう。通信データがさほど大容量でない場合には、

ホームサーバーの代わりに、携帯電話をホームゲートウェイに見たてて、ブルートゥー

ス等の無線通信によって各家電機器をネットワークに接続するといった方法も考えられ

る。 

家電製品のマイクロコントローラは、予めプログラムされていないことに対しては全

く対応できない。そのため自らが受信者でない転送需要への対応も不十分となり、情報

家電を直接ネットワークに接続したりするとネットワークを混乱させる原因ともなりう

る。また、各家電を常にスタンバイにし、ネットワークへ常時接続しておくというのも

待機電力という面からだけ見ても無駄が多い。個々の情報家電とネットワークの関係を

考えるとき、「大量の情報」が流れる方向は、「ネットワーク側」から「情報家電」の方

向に限られている。ここには本質的な情報の流れの非対称性が存在するため、「個々のノ

ードが平等なインターネットのようなネットワーク」への情報家電の無条件の直接接続

はなじまない。 

ホームサーバー経由でネットワークに接続するだけでも、現在ダイアルアップ接続を

使っている分が常時接続に格上げされ、通信需要は増大する。また、十分な機能を持っ

たホームサーバーを経由させることにより、高機能のファイアーウォールを設置できる

など安全面の対策も向上する。さらに、家電設置後のソフトウェア更新なども容易にな

る。 

本報告書で提起する情報家電の新パラダイムとは、「コンピュータ・アシスト」された

「人に従順」で「安全」、「使い易い」家電である。家電製品の制御の複雑化に伴う、計

算需要とメモリー需要の増大については分散コンピューティング（ネットワークコンピ

ューティング）手法によりホームサーバー（家庭内 LAN）が引き受けるという形が「情

報家電」の将来の姿ではないか。家電の使い勝手を向上するために必要となる情報処理

量の増大と処理速度の確保とを両立するためには、LAN（ホームサーバー）によってマ

イクロコントローラ間で情報処理を分担することが、ほぼ唯一の解であると考えられる。 

 

 

（２）新たな情報家電のあり方に関する試論 

「機械を操作する」というアクションを「人間と機械とのコミュニケーション」と捉

えると、両者の情報交換が未熟なため、現時点では「人間が機械の都合に迎合する」の

か、「機械が人間の都合に合わせる」のかという二つの選択肢が現れている。そのとき、
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両者の能力差のために、より融通性の高い人間が、融通の利かない機械の都合に合わさ

せられる例が多い。従来、家電製品の設計者もそれが当たり前と思っているケースがし

ばしばであった。 

このため、お年寄りなど（の情報弱者）は、「昔の家電はスイッチを入れるだけで使え

たのに、 近の家電製品は使いづらくなった」と嘆く。誰が使ってもスイッチを入れる

だけで過不足無く、高機能を意識せずに使えるというのがそもそもの理想ではないだろ

うか。 

お年寄りや子供の中には、機械が思い通りに反応をしないとき、「不適当なものも含め

て制御ボタンを押しまくるという暴発反応」をするものさえいる。これは、動作指示と

機械の反応のタイムラグを待てずに次の命令を出してしまうことにより、機械に命令の

滞貨が積み上がり、機械の処理能力を超えてしまうという現象に起因するものである。

情報処理のうちのメモリー機能が無ければ、このような現象は起きない。 

現在のような、人間の側に処理負担を皺寄せする状況は、「ネットワーク化に伴う付随

的メリットとして解決される見込みがない」ので、「e-Life イニシアティブ」の言うとこ

ろのネットワーク化より優先して解決されるべき課題である。 

近では、「手軽」「簡単」「便利」を求める傾向が強くなるとともに、これが「需要と

して消費者に意識される」ようになっており、「先端より簡単」が標語になっている。 

この簡単化の実例として、通話やインターネット機能だけに限定した「簡単ケータイ」

などが出現している。これに関連して、複雑化した携帯電話を分厚いマニュアルを見ず

に完全に活用している人は若い人でも少ない（全機能を使いこなしていない）といわれ

ている。そのようなことなら、「家電が頭脳を持つのは人が使いやすくするため」という

基本に返って家電は設計されるべきであるし、ユニバーサルデザインの思想がもっと応

用されるべきである。 

また、「人間と機械のコミュニケーション」では、対人情報提示は正確で伝達情報量の

多い視覚と聴覚を通じたコミュニケーションになる。ユニバーサルデザイン化を実現す

るだけなら「ネットワーク化」は必ずしも必須ではないが、この AV を通じたコミュニケ

ーションを拡充しようとすると、高度な情報処理能力が必要となり、高度情報処理のた

めに外部（ネットワーク）の支援が必要とされることから、「いわゆる情報家電」の概念

に近づくことになる。 

すなわち、人に押し付けていた高度な情報処理を機械が再び担い、コミュニケーショ

ン能力を高めるためには、情報処理能力から見て家電単体に積まれたマイクロコントロ

ーラだけでは対応が難しいため、LAN からの支援が必要になる。そのため、家電製品の
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ネットワーク接続が必要となり、情報家電の概念に近いものになる。しかし、家電は直

にインターネットへ接続されるのではなく、ホームサーバーが間に立ち、外部との接続

と「人と家電のコミュニケーションをアシストするための情報処理需要」を担うことに

なると思われる。 

また AV の A（聴覚）と V（視覚）の両者を駆使してコミュニケーションするのは望ま

しくとも無駄が多いので、“人間の側”が特別な補助具を使わずに指示できる「音声コミ

ュニケーション」を先ず充実するのが適当であろう51。そのとき考えられるシステム構成

は、基本サービス（デフォルト）の設定や機器追加の際の設定変更はキーボードや

CD-ROM、メモリーカードを使って、あるいはネットワークからダウンロードしてサー

バー経由で行い、人が入室・在室のときに基本サービスの提供を自動的に開始し、デフ

ォルトからの変更を音声で行う。ここで、音声による指示は伝達ミスも多いので、命令

内容は「機械側からも、オーディオチャンネル経由で命令を復唱確認する」というよう

な配慮も必要になる。 

一つの部屋のオーディオ装置は、（音は指向性が弱いので）一部屋に一台に限る。すな

わち、オーディオ入出力装置は一つの部屋内の全ての機器で共用する。音声による確認

が取れない、或いは複雑な指示が必要なときには、その部屋にあるビジュアル装置とキ

ーボードを使って正確なコミュニケーションを行う。ビジュアルディスプレイは指向性

が強いので一部屋に複数置いてもかまわない。 

つまり、家ないし部屋を「人間に奉仕する機械」として再構成する。これはサイバネ

ティック・ルーム、サイバネティック・ハウスというような概念に近い。各情報家電は

増設・取り外し可能な、サイバネティック・ルームの構成部品と定義する。また各家電

のサイバネティック・ルームへの一体化が「LAN への接続と情報化の意味」であるとネ

ットワーク化を再定義することもできよう。 

サイバネティック・ルーム（自動車については「動く部屋」と考える）やサイバネテ

ィック・ハウスの構成は、各部屋をそれぞれに別のユニットとして個別に制御した家電

群を「部屋→家→隣組→地域」と統合していく形でツリー型の統合を図る。ただ、家庭

を超えた近隣との統合については、プライバシー問題を起す可能性があることに注意が

必要である。 

「情報家電」という概念が生じたのは、「マイクロコントローラはマイクロコンピュー

                                                        
51 キーボード入力やタッチパネル入力は道具を介在させなければならないので、例え指示が容

易・確実であっても、優先度は低くなる。しかし、ウェラブルな仮想ディスプレイや仮想キーボ

ード等が可能になれば、圧倒的に情報量の多い視覚情報が主役になる可能性もある。 
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タであるので、情報機器でもある」という認識が起こったことによるものだろう。しか

し、情報処理能力を持っているからといって、家電がパソコンやテレビと同じ使われ方

（情報収集や娯楽用途での使われ方）をしなければならないということはない。殊に、

近くに（同じ部屋の中などに）デジタルテレビやインターネットにつながれたパソコン

といった「情報端末」があるなら、そちらを使うほうが、利用者は良質の情報収集や娯

楽を得ることができる。所詮汎用機は専用機に敵わないのである。すると「専用機と比

較して相対的に低機能の情報化という付加価値をつけた家電」をパソコン等の高機能情

報機器の周辺に別途持ち込むというコンセプトの意義は改めて問いなおされなければな

らない。今後、地上波デジタルテレビセットやパソコンは一家に一台ではなく、一部屋

に一台となるはずである。すると、一部屋に複数の情報端末を置く必要はほとんどない

ので、無駄でしかない。情報端末は一部屋に 1 台または 2 台あればよい。すると、サイ

バネティック・ルームを構成するのは 1 台または 2 台の情報端末と多数の進化した家電

（即ち情報端末としては使わない高機能家電）という組み合わせになるはずである。 

また、家電のネットワーク化ということに関して言えば、ローカルなネットワークの

中にもサーバーが存在するので、そのサーバーの信頼性や能力が確保できるならば、「マ

イクロコントローラの計算能力の一部を通信機能によってサーバーが代替」するという

コンセプトによって、高速化と情報処理高度化の同時達成ができるのではないか。これ

は、ネットワークコンピューティングの考え方を情報家電と家庭内 LAN に適用するとい

うことである。LAN に含まれるサーバーが情報処理能力の多くを負担し、個々の家電マ

イクロコントローラの負担を軽減することによって計算速度を上げる。つまり近傍のサ

ーバーが、「進化した家電」の情報処理（計算）能力の一部を通信機能経由で分担するこ

とにより、制御の高度化と計算速度の向上を同時に図るということである。 

このとき、種類も製造企業も異なる不特定の家電について、「LAN と家電のマイクロコ

ントローラを接続できるようにするためには、ホームサーバーとマイクロコントローラ

はどのように機能を分担すべきか？」という指針と通信規約を決めておく必要がある。

また、多岐多種類に及ぶ家電を制御する、サーバー上に置くことになるであろうアプリ

ケーションのドライバを予め、整理・統合できるように規格化しておくと便利である。

これは、ネットワークに各マイクロコントローラ共通のマルチプロセッサ・OS とミドル

ウェアを置き、個々のマイクロコントローラの負荷を軽くするという選択もあるという

ことだが、「予め調整することが難しい、製造企業ごとに異なる家電のマイクロコントロ

ーラ」を統合し、その機能の一部をホームサーバーに担わせるのは困難かもしれない。

すると、まず通信方式・通信規約とアプリケーションのインターフェイスのみを標準化
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しておくことからはじめるべきかもしれない。このとき、LAN に置かれるサーバーと家

電マイクロコントローラの“共通的分担仕様”を定めておくと個別に買い求められる家

電のサイバネティック・ルームへの統合がスムーズに行える。 

また、情報家電がホームサーバーを持たない家庭に購入された場合には、マイクロコ

ントローラがサーバーを必須とするシステムになっていると、サーバー機能をどこか外

部に求めなければならないため、販売元のサーバー等に直接アクセスする必要等が生じ

ることになるが、そこに問題が発生する可能性はある。とりわけ、応答速度が鍵になる

制御では問題が多い。すると、その進化した家電では、ホームサーバーが情報処理能力

の一部を分担する設定が標準になっているとしても、ホームサーバーが無い場合にも家

電単体で使用可能である必要があることになる。導入される家電は不特定多数の個人が

購入するものであるため、その置かれる環境のあらゆるケースに対応して使用できる汎

用性を持っていなければならないだろう。 
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３．３ 情報家電の新展開に関する提言 

情報家電の新展開に係るビジョンを検討する上で重要な視点は、「マイクロコントロー

ラの汎用利用に伴う市場変化のリスクに対して、どのような対策をとるか」という視点

と、「マイクロコントローラの性能向上によってもたらされる価値を、いかに家電製品の

消費に結び付けるか」という視点である。 

 

 前者の「技術・市場の変化に対応してマイクロコントローラという日本が強みを発揮

している市場を失わないための施策」としては、マルチプロセッサに対応した OS による

統合開発環境の導入により、組込みソフトウェア開発の生産効率を向上し、マイクロコ

ントローラの汎用利用化への要求を低減させる方向がある。また、組込みシステム全体

においてマイクロコントローラの占める相対的位置付けは低下し、周辺の LSI やソフト

ウェア開発の方に価値がシフトしているので、マイクロコントローラのみに注目するよ

りも、むしろ組込みソフトウェア産業全体の育成こそが産業政策的には重要である。 

上述のように、組込みシステム関連産業が我が国の国内総生産（GDP）に占める割合

は 12%であり、この割合は近年、漸増している。我が国の輸出入統計を見ても、「機械機

器」のみが大幅な輸出超で、その他の製品はすべて輸入超か、わずかの輸出超にすぎな

い。ほとんどの機械機器にはマイクロコントローラが搭載されていることに鑑みれば、

国際競争力の強化の観点で見ても、マイクロコントローラや組込みシステム関連産業の

育成は極めて重要である。 

ビジネスソフト等のエンタープライズ系のソフトウェアとは異なり、自動車、家電、

産業機械、OA 機器といった装置系の組込みシステムは日本企業にノウハウがあるので、

海外企業に市場を奪われるリスクはそれほど高くない。こうした分野での組込みソフト

ウェア開発に対するビジネス需要は今後ますます高まることが予想されるので、日本の

組込みソフトウェア産業の将来は現状では明るいものと考えられる。 

それにもかかわらず、マイクロコントローラや組込みソフトウェア産業には「新 3K」

のイメージがあり、若者や学生への訴求力が弱い分野となってしまっている。組込みエ

ンジニア個人の仕事の成果に光が当たり、エンジニアに十分なインセンティブが与えら

れることで、優秀な人材や学生がこの産業に集結するような施策が必要である。エンジ

ニアの中でも高度な専門性と長いトレーニング期間を積んだ人材については、一般のエ

ンジニアとは職種や待遇、給与等を別扱いにし、高い「地位」を与えることで、組込み
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ソフトウェア産業全体のイメージアップにつなげるといった抜本的な対策も必要となろ

う。また、日本の機械産業の屋台骨である組込みソフトウェア産業分野へ国家予算を重

点配分することも重要である。 

 

後者の「マイクロコントローラの性能向上を家電の需要拡大に結びつけ」、日本の家電

製品の国際的優位性を維持するためには、他国の追随を許さないような「誰でも安心し

て使える使いやすい家電」や「人間をサポートする従順な家電」、換言すれば、かつてユ

ニバーサルデザインと定義されたものの進化型をコンピュータ・アシストにより実現し

た家電を提供することが重要である。すなわち、本報告書で提起する「情報家電の新た

なパラダイム」とは、「コンピュータ・アシスト」された「人に従順で安全、使い易い家

電（人間生活をサポートするやさしい家電）」である。 

「コンピュータ・アシストされた家電」を実現するためには、単体の家電や家庭用ロ

ボット等を高機能化するのではなく、家や建物、道など環境の中にマイクロコントロー

ラやセンサーを分散配置しておいて、必要なときに人間の活動をサポートするような、

「ネットワーク化された統合的な環境」の構築が重要となる。また、その際に、機械が

すべて自動でサービスを提供するのではなく、防犯サービス、介護サービス、医療健康

サービスといった実体のある有人サービスとネットワークを介して結びついていること

が肝心である。 

 

我が国の社会生活において、マイクロコントローラを利用するシーンが今後ますます

増えていくことが予想される。特に、国民の生活の「安心安全」を保証するために、様々

な「モノ」や「建物」や「場所」にマイクロコントローラが利用されることになろう。

自動車の安全、高齢者・障害者の介護、子どもの見守り、住宅のリモートメンテナンス

等はその一例である。 
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付録 IC 利用メーカー、マイクロコントローラ専門家ヒアリング聴取録 

 

A 社（IC 利用メーカー）ヒアリング聴取録 

（１）A 社とホームヘルスケアヘルスケアの概要 

○ 取扱製品やサービス 

6 割が血圧計となっており、その他にも体温計、体組成計、歩数計、低周波治療器、電動

歯ブラシ、医療機器（生体情報モニター）、ネブライザー、動脈装置、携帯用心電計など

を扱っている。BtoC（消費者向け製品）と BtoB（医療機関向け製品）の割合は、8 対２

ぐらい。歩数計や血圧計などの機器をネットワークにつないで、生活習慣病改善などの

アドバイスを自宅の PC インターネット（サイト）で受けることができる有料のホームヘ

ルスケアビジネスを行っている。 

 

○ ホームヘルスケアとホームメディカル 

ホームヘルスケアは医療行為ではない。ホームメディカルは医者にしか出来ない。よっ

て A 社は医療行為をすることができない。したがって、A 社が現在サイトを通じて提供

しているのは「診断」ではなくて、一般的な｢アドバイス｣だけである。医者との連携に

よるヘルスケアサービスが提供できるようになるのはまだまだ先の話ではないかと思う。

A 社としては、各ヘルスケア製品をネットワークでつないで、利用者が安心して健康に暮

らせるようなサービスを考えていきたいと思う。 

 

（２）マイクロコントローラについて 

○ マイクロコントローラ搭載数 

マイクロコントローラの搭載は 1 製品に 1 個だけである。東芝や NEC の LSI を買ってき

て実装している。実装やメモリーへの書き込みは、自社または委託先で行っている。マ

イクロコントローラが入っていない製品もある（コンプレッサー式のネブライザーのよ

うな製品）。 

 

○ 通信機能のあるマイクロコントローラ 

マイクロコントローラ自体に通信機能があるものは使っていないが、価格が安くなれば
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使うことも考えられる。 

 

○ 開発費に占めるマイクロコントローラの価格 

ソフト、ハード（マイクロコントローラ自体）、制御機構の開発費の割合は、新規開発の

場合かそうでないかによって異なってくるので、一概にはわからない。 

 

○ ヘルスケア製品のマイクロコントローラに求めるもの 

ローコストであることがとにかく重要である。安く 高のパフォーマンスを実現するこ

とに尽きる。A 社の製品はすべて電池式なので、省電力であることも重要だ。その他にマ

イクロコントローラに求めるものとしては、スピード、小型化、プラットフォーム化な

どが考えられると思う。血圧計では圧力を図るという目的がある、製品目的によってそ

れぞれマイクロコントローラ求めるものが異なってくるので、ヘルスケア製品一般とし

てマイクロコントローラに何を求めるものかを一概に述べるものは難しい。ヘルスケア

製品のネットワーク機能では、リアルタイム性はあまり必要でない。医療行為のための

機器ではなく、予防医療・健康のための機器であるからだ。 

 

○ マイクロコントローラの汎用化 

現状は製品ごとに半導体メーカーに仕様を出しているが、コストとの関係もあって、マ

イクロコントローラのコアは、できる限り汎用的なものを使いたい。東芝や NEC では、

個性や癖のようなものがあってバラバラなので、製品にマッチしたマイクロコントロー

ラを選ぶのはとても難しい。一からカスタマイズしたマイクロコントローラを作っても

らうのが良いのかもしれないが、そうなるとコストが膨らんでしまう。だからやはりで

きる限り癖のない汎用的なマイクロコントローラを安く利用できるのが有難い。（設計上

の工夫で）各製品でなるべく共通のものを仕入れるなどの工夫もしている。 

 

○ マイクロコントローラ製造業者への要望 

マイクロコントローラの仕様を各社で共通にしてほしい。 
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B 社（IC 利用メーカー）ヒアリング聴取録 

（１）携帯電話とヘルスケア 

○携帯電話のヘルスケア機能 

メタボリック予防が世間で謳われる昨今、日々の運動をサポートするツールとして携帯

電話は有効だと思う。 

 

○携帯電話での医療行為 

携帯電話は医療機器ではなくて健康機器である。医療機器としての認定を得るためには

高いハードルがある。携帯電話の医療機器としての動作保証は大変難しいことだ。 

 

○医者の意見 

携帯電話で医療行為を行うことについて、医者にヒアリングしてみたところ、先生によ

って判断が分かれた。やるべきだという先生は糖尿病患者などに向いているのでという

意見であったが、携帯電話でそこまでやるべきではないという先生もいた。 

 

○オムロンやタニタのようなヘルスケア機器メーカーとの提携は？ 

メーカーがチップの仕様も持ってきてくれればそれを搭載できるが、各社の制御のため

のアプリはブラックボックス。ヘルスケアのアプリは非常に複雑で、チップに入れるの

は大変なため、その意味でも外部のヘルスケア機器と無線等でつなげる方が実現しやす

い。 

 

（２）マイクロコントローラについて 

○マイクロコントローラ搭載数 

これまでの携帯電話は、通信機能用とアプリ用の 2 チップを搭載していたが、 新の機

種は全ての１チップとなった。1 チップ化することで、省電力化や省容積化が可能になっ

た。 

 

○マイクロコントローラの汎用化 

チップの仕様は、なるべく標準化されているほうが、コストを押さえることができるの

で望ましい。外部の標準化活動にも積極的に参加したい。現状では、チップそのものを
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いじることはせずに、実現したいことはあればミドルウェアの部分でカバーしている。 

 

○マイクロコントローラに求めるもの 

省電力、省容積、生産性向上の観点で省コストと省資源、処理速度の向上、携帯電話は

中身が複雑なので、周辺部品との配線の容易さ、部品のモジュラリティ（チップも含め

た再利用性）などが重要だと考えている。 

 

○マイクロコントローラのスペック 

PC に比べるとチップのスペックは限られているし、本来の通信用途以外のアプリケーシ

ョンにあまりバッテリーを割くこともできない。そのため、将来は様々なヘルスケア機

能を 1 台の携帯電話に追加していく方向よりも、血圧計などの周辺機器とケータイを連

携させていく方向になるのではないかと思う。携帯電話は、通信や情報閲覧のためのハ

ブとなるだろう。外部機器を無線（ブルートゥース）や有線（USB）等でケータイにつな

げて、携帯電話経由でデータをネットワークに飛ばす方法などが考えられる。 

 

○通信のリアルタイムニーズについて 

データ通信のリアルタイム性については、糖尿病患者の食事管理を目的としてデータを

送るような場合は 1 日 1 回でよいが、脈拍データの異常を調べるような場合はリアルタ

イムでのデータ通信が必要となってくるだろう。また、GPS 機能を用いたナビのような

用途では、リアルタイムニーズがある。 

 

（３）その他 

○今後の携帯電話とは？ 

今後は、現在のような形態のものであるか必要はない。耳に装着した装置で骨伝導を使

って音声を取り、脈拍も合わせて取って、ポケットに入れた本体にブルートゥースで伝

送するといった形が考えられるだろう。無線や身体の微弱電流などを使って、ペン、腕

時計、電子ペーパーなど、色々なものを組合せて、利用者で選択できるというような方

向も考えられる。 

 

○ユーザビリティ、ユニバーサルデザインについて 

様々なハードやアプリケーションが付くと、端末価格は高くなってしまう。オーダーメ
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ードが理想だがこれは難しい。携帯電話メーカーも、100 万単位のロッドでないと生産で

きないからだ。ソフトウェア上で機能の選択ができればよいと思う。実際に、カメラ機

能は要らないという法人ユーザが多い。この場合、カメラの部品自体を外すことはでき

ないが、カメラ機能をソフト上で殺して利用できないようにした事例も過去にある。 
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C 氏（マイクロコントローラ専門家）ヒアリング聴取録 

（１）マイクロコントローラについて 

○システムとしてのマイクロコントローラ 

マイクロコントローラはチップだけでは駄目。言語処理や基本的な OS など全部をひっく

るめた機能が重要になってきている。 

 

○ 近のマイクロコントローラ 

プロセッサ自体は新しいものでもあまり変わらない。組込み用のチップは国内メーカー

から色々出ているが、そんなに新しい（ 先端の）マイクロコントローラは必要ではな

い。既存の ARM アーキテクチャのもので良いという話だ。 

 

○新しい LSI 

CPU 以外で新しい LSI を作る動きは盛んだ（液晶の用途など）。DSP などの出来合いの回

路や専用ハードウェアをビルディングブロック式に作ることも増えている。 

 

○ニンテンドーDS、iPhone のマイクロコントローラ 

ニンテンドーDS、iPhone などはチップとしては新しいものを使っていない。 

 

○プレステ３のマイクロコントローラ 

プレステ 3 のセルは 先端のチップだ。セルは並列計算ができスピードも速いのでプレ

ステ 3 以外でも色々な所（金融のシミュレーションなど）に売れていると聞いている。

昔の大規模コンピュータと同程度の性能のものが、１チップに載っている。 

 

○マイクロコントローラの価値 

マイクロコントローラのコアの LSI は価値が低くなってきて、周辺の LSI や入出力やソ

フトウェアに価値（開発費も）がシフトしている。プロセッサは単なる部品の一つと考

えられるようになってきた。代用可能なプロセッサはいくらでもあるので、もはやプロ

セッサ自身が 終品の差別化にはつながってこない。自動車の中にどのようなプロセッ

サを使っていようと関係ないという世界で、価格こそ重要になってきている。 
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（２）ARM について 

○ARM アーキテクチャ 

ARM アーキテクチャのようなものは、日本企業でも作ろうと思えば作れるが、それをや

るよりも機器・装置ごとの専用ロジックにリソースを費やした方がよい。 

 

○日の丸チップ 

自動車など、チップとして何を使うかは重要でない。組込みシステムにおいて、チップ

の価値が減っており、CPU はどれでもよく、置き換え可能になった。昔はギリギリのコ

ストで作っており、アセンブリ言語で CPU を制御していたが、今は高級言語で作り、ソ

フトウェアの方に価値が移ってきている。もはや日の丸チップを、などという時代では

ない。 

 

（３）自動車の安全基準について 

○EU で ISO26262 

EU で ISO26262 という自動車の安全基準ができる。今年か来年には策定され、EU で規制

がかかる。 

 

○新しい LSI 

既存の LSI は ISO26262 基準に合わないので、新しい LSI を作り直す必要があるかも知れ

ない。設計段階から危険分析などをして LSI を作る。自動車のブレーキなど、SIL2 から

SIL3 ケーパブルという高い安全基準の認定を得ないといけない。 

 

○安全レベルの高いマイクロコントローラ 

安全レベルの高いマイクロコントローラはまだない。自動車、鉄道、原子力発電、産業

機械など、ひとの命や健康にかかわるもの、環境汚染につながるようなものでは安全性

が重要だ。一方、IC カードは命にかかわるものではないので、安全性はそこまでは求め

られない。台湾の新幹線では、ISO61508 の安全基準に適合させるために 1 年間遅れた。 

 

○自動車にとってのマイクロコントローラ 

自動車の制御システムは作り込みが重要だが、CPU などの部品はどうでもよい。部品の

安さこそ重要という時代だ。当初は、SIL2 の CPU を 2 つ積んで、システム設計レベルで
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基準を満たすしかないが、トヨタなどは、2 つ積むのはもったいないからといって SIL3

ケーパブルのコアを使いたいと言ってくるようなことは当然考えられる。 

 

○絶対安全と機能安全 

バグや不具合があっても、装置が安全に動く、止まるという、機能安全の発想でシステ

ムを組むことが重要になっている。絶対に割れないガラスを作るのではなく（絶対安全）、

割れても安全なガラスを作る（機能安全）ようなものだ。 

 

（４）日本の組込みソフトウェア産業について 

○自動車 

自動車では、組込みソフトはハードと同様、部品の一部という位置づけだ。 

 

○ゲーム系 

日本のソフトウェア産業は、ゲームソフトや装置の組込みソフトは強い。 

 

○エンタープライズ系 

エンタープライズ系のみは弱い。 

 

○組込みソフトの高度化への対応 

組込みソフトの高度化によって組み込みソフトのコード数が増えているが、これからは

サプライチェーンを作っていけば対応可能になるだろう。ソフトを部品に分けて分担し

て扱っていけばよいだろう。 

 

○装置系 

エンタープライズ系のソフトウェアのように、ユーザ企業が何もしないのではなく、ト

ヨタ、ホンダなどの装置系のユーザ企業は開発能力を持っている。これらの企業では、

人件費が固定費として大きくなるのを嫌がるが、単純に人材が足りないから外だしして

いるのではなく、外だししても良い部分についてのみ、上手にサプライヤーを育成し（子

会社化して）部品を購入している。デンソー、アイシンなどだ。トヨタでは制御ロジッ

クを開発し、ソフト・ハードでの実装はデンソーがやるといった役割分担だ。デンソー

などもさらにサプライヤーに出せる部分は外に出している。 
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○日本は装置系に強い 

日本の輸出品の 6～7 割が組込みシステムだ。組込みシステムはソフトウェアにシフトし

ているので、将来のビジネス需要は高い。装置系は日本企業にノウハウがあるので、中

国などに仕事を持っていかれるとうことはない。エンタープライズ系は、誰でもできる

ので、中国に持っていかれることを恐れているが。 

 

○ロジック系のマイクロコントローラ 

マイクロコントローラのロジック系は用途限定のものなので、利幅が少ない。国内メー

カーも、ロジック系のところは順位を落としている（NEC エレクトロニクスなど）。 

 

（５）組込みソフトウェア産業の課題について 

○課題はあるが問題はない 

毎年の組込みソフトウェア産業実態調査については、装置屋の組込みソフトは実態が分

かる統計が他になかったので調査を始めた。人材育成が間に合っていないことなど、課

題はたくさんあるが、どれも解決方法は見えているので、それほど問題ではない。 

 

○課題 

国際安全基準への適合、少子化、理工離れ、地方での人材育成、エンジニア（特にプロ

ジェクトマネージャー）の育成などの課題はあるが、課題の解決方法は見えている。外

国人エンジニアの雇用は、外国人雇用経験のある国内企業は少ないので、あまり増えな

いだろう。開発現場の負担が増えていることについては、携帯電話など無駄な機能が多

すぎたり、半年に 1 回新機種を出すといった戦略上の問題でもある。 

 

（６）情報家電について 

○サービスが重要 

iPod が爆発的に普及したのは、i チューンサービスとプレイリスト交換機能のためで、チ

ップとか機器自体の性能のためではない。 

 

○職人技が強みに 

デジタル TV については、SD のコンテンツを HD にアップコンバートする機能が差別化
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のポイントになっている。昔からの TV メーカーでは専門の職人（画像や色を見る人）が

いるが、シャープやサムスンなど新参のメーカーではこういった職人がいない。チップ

はあまりこうした機能には関係がない。 

 

（７）マイクロコントローラの未来について 

○利用シーンの拡大「安心・安全」 

マイクロコントローラは今後ますます利用シーンが増えていくだろう。特に、安心安全

な世の中にするために、色々なものにマイクロコントローラが付くことになる。すでに

自動車でも ABS などの安全機能のためにマイクロコントローラが使われている。高齢者

や子どもの安全安心をサポートするような用途が伸びるだろう。家とか学校、職場へも

展開していく。 

 

○利用―シーン「住宅」 

住宅での利用は今後伸びていくだろう。台所とか、リモコンの統合とか、色々なニーズ

がある。冷蔵庫なら、賞味期限切れの商品がすぐに分かるなど。イタリアでインターネ

ット洗濯機を作ったが、結局売れなかった。インターネットで、各衣類に合った洗い方

のプログラムをダウンロードできるというものだが、衣類を 1 つ 1 つ洗う人はいないの

で、明らかなサービスの設計ミスだった。エレベータなどのリモートメンテナンスを、

住宅に応用する方向も考えられる。 

 

○利用シーン「GPS による管理」 

コマツはコムトラックスで売り上げを 3 割伸ばした。これは、建設機器に GPS を搭載し

て、盗難防止や運転手管理に役立てるというものだ。コマツの在庫管理にも使われてい

る。自動車だとプライバシーの問題があるが、商用車には応用できるかもしれない。高

齢者住宅や、子どもの安全にも応用できる。 

 

○環境への埋め込み 

携帯端末やロボットなど単体を高機能化するよりも、家や建物、道など外側にマイクロ

コントローラを埋めこんだ方がはるかに効率的である。 

 

○その他の課題「人間の利用の仕方」 
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自動車は、ソフトウェアを不正に改造されないようにするセキュリティの課題もある。

例えば、改造して馬力を上げたり、CAN に自分のモニターをつなぐなどの違反行為を防

ぐためにソフトを改造されないようにしないといけない。殺人などの犯罪に使われる恐

れもある。社員が情報を漏らさないように、社内コンプライアンスも重要だ。デジタル

テレビに個人情報を入れたまま捨ててしまう消費者がいるかも知らないし、人間の利用

方法上の課題もある。 
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九州日本電気ソフトウェア馬場伸一氏（九州組込みフォーラム会長）ﾋｱﾘﾝｸﾞ聴取録 

（１）組込みシステムについて 

○ 組込みシステムとユビキタス技術について 

組込み技術は、ユビキタス技術とほぼ同義。センサー付 RFID タグにマイクロコントローラ

やソフトを搭載して、有機的につなげてサービスを提供するのがユビキタスセンサーネッ

トワーク（USN）だが、これからの組込みシステムの方向は USN。 

 

○ マイクロコントローラの汎用化 

特に携帯電話の組込みシステムでは、マイクロコントローラの汎用利用化の方向に向かい

つつある。携帯電話は情報機器という面では PC 的だが、端末ごとに組込みが必要。 

   

（２）ARM について 

○ ARM アーキテクチャの用途 

ARM アーキテクチャは、携帯電話、携帯型ゲーム機（DS）、WindowsCE 機、PDA などで広

く使われている RISC の CPU。モバイル系の高機能端末に強い。32bit 系の業界シェアが高

い。 

※ARM は CPU のコア（演算する部分）のみを提供し、それ以外の部品は IC メーカー各社

で組み合わせて CPU として提供している。 

 

○ ARM の強み 

・ 低消費電力。 

・ 豊富なラインナップ。 

・ 低消費電力で、実用的な性能を備えている。 

 

○ なぜ ARM を使うのか？ 

・ デファクトになっているため。開発技術や開発機器、ノウハウが出回っている。

ARM になれたソフトウェア技術者が増えている。 

・ 情報端末（PDA、携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯型ゲーム機、カーナビ等）

の OS（WindowsCE、Symbian、Linux）で広く ARM がサポートされている。こ

れらの OS はすべて海外の製品であるため、日本メーカーの CPU への OS 実装が
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遅れる場合がある。 

 

○ ARM があまり使われていない領域 

ARM は低消費電力で実用的な性能で動く CPU であるため、AC 電源が確保されたハ

イパフォーマンスを要求される装置では強みを発揮できない。 

・ 自動車（カーナビ除く） 

・ PC 

・ 4,8,16bit の CPU で事足りる家電一般 

・ ハイエンドの据え置き型ゲーム機（IBM の PowerPC のコア等が利用されている） 

・ その他、AC 電源で動く製品（プリンタ、複合機等） 

 

（３）マイクロコントローラについて 

○ マイクロコントローラの個性 

マイクロコントローラが IC メーカー各社で個性があるのは、適合分野ごとに 1 チップにど

こまでの機能を含めるかで、多種多様な製品種類があるから。 

 

○ 組込みシステムにおけるマイクロコントローラの位置づけ 

組込みシステムで CPU が占める重要性は、個々の製品（システム）により異なる。組込み

システムでは OS の選択も重要で（場合によっては OS を使わないこともある）。組込みシ

ステムでは OS にも手を加える場合もあるためソースでの提供が普通（すべてではないが）。 

 

（４）その他 

○ 組込みソフトウェア開発の課題 

ソフトウェアの肥大化、高品質ソフトウェア化、安全対策、開発日程の制約。 
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