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［要約］ 

＜第１章 調査研究の概要＞ 

 １．１ 調査研究の目的 
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「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。 

 

 １．２ 調査研究の実施体制 

  

本調査研究の実施体制は、財団法人ニューメディア開発協会内に、学識経験者および有

識者からなる調査委員会（委員長：斎藤信男（駒澤大学））を設置し、これらの審議、指導

により事業を実施した。 

 

 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
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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

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を家電の需要拡大に結

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を検討した上で情報家電の新

展開に係るビジョンを取りまとめた。 

 

＜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 

 

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、
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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。 

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、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、ネットワーク化に備えている家電は少な

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、コンピュータネットワー

クを通じて家庭の外の医療機関や健康サービスと連携が可能な家電製品への需要が少なく

なく、そういった領域での新しい情報家電の商品化が今後進むことが予想される。 

また、従来の「家電」の範疇にはもはや入らないかもしれないが、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。 

家電メーカー等の 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、価格以外では、「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）」など多様であり、製品ごとにも異な

っている。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。 

 

 ２．２ マイクロコンピュータの現状と開発動向 

 

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。このため、組込みシステムにおいて OSを使う比率も増

える傾向にある。 

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トローラが

広く利用されている。この理由は、ARM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ことが挙げられる。また、ARMがこの分野で既にデファ
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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。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。 

 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最

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、いまや価格が最大の差別化

要因となってしまっている。 

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 

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。
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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。 

 

 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 

 

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、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。 

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」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 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

の規模のみが拡大していく状況にもある。 

こうした課題に対する改善策としては、下記の 4つの対策が挙げられる。 

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。 
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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 

 

日本企業が開発している組込み製品において、家電機器（3.3%）、AV 機器（9.3%）、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。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。 

上述のように、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が懸念される。その産業政

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。すなわち、「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」すべてを統合できる開発環

境で、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

率が向上す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。 

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



 8 

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。また、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。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、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（「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。 

 

 ３．２ 情報家電パラダイムの再定義 

 

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
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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 」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。 

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」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。 

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。 
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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
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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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