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はじめに 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社

会・経済への還元等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、

極めて重要な活動であり、このため、経済産業省では、「国の研究開発評価に

関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、内閣総理大臣決定）等に沿っ

た適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月３１

日改正）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。 

また、第２５回産業構造審議会評価小委員会（平成２１年１月）において、

新たな評価類型として「技術に関する施策評価」が審議・了承された。技術に

関する施策評価は、当該技術分野全体の方向性等を勘案しつつ、当該施策の下

に位置付けられる技術に関する事業のまとまりを俯瞰する形で、各事業の相互

関係等に着目し、個々の事業に係る評価結果を踏まえて行うこととしている。 

 経済産業省において実施している技術に関する施策「情報サービス・ソフト

ウェアに係る技術に関する施策」は、売上規模１７兆円、雇用者数８６万人を

擁する重要産業であることに加え、あらゆる産業にとって不可欠な業務インフ

ラとして機能し、生産性向上、コスト削減、新サービスの創出等も実現する情

報サービス・ソフトウェア産業の高度化を通じた、IT利活用による我が国産業

全体の競争力強化を図ることを目的としており、以下の技術に関する事業から

構成される施策である。 

①情報大航海プロジェクト（平成１９年度～平成２１年度） 

②産学連携ソフトウェア工学実践事業（高信頼組込みソフトウェア開発）

（平成１９年度～平成２１年度） 

③IT投資効率性向上のための共通基盤開発プロジェクト（平成２０年度～

平成２１年度） 

④次世代高信頼・省エネ型IT基盤技術開発・実証事業（平成２２年度～） 

⑤中小企業システム基盤開発環境整備事業（平成２２年度～） 

※④⑤については平成２２年度より開始した事業であるため、事業評価の

対象外 

今回の評価は、技術に関する施策「情報サービス・ソフトウェアに係る技術

に関する施策」、及びこの構成要素である技術に関する事業評価であり、実際

の評価に際しては、省外の有識者からなる情報サービス・ソフトウェアに係る

技術に関する施策・事業評価検討会（座長：池上 徹彦 文部科学省宇宙開発

委員会委員長）を開催した。 

 

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議

会産業技術分科会評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に

付議され、内容を審議し、了承された。 

 

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 

平成２３年３月 

産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会



 

 

産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会 

委 員 名 簿 

 

 

委員長  平澤  泠    東京大学 名誉教授 

 

       池村 淑道    長浜バイオ大学バイオサイエンス学部 教授 

 

       大島 まり    東京大学大学院情報学環 教授 

                東京大学生産技術研究所 教授 

 

       太田 健一郎   横浜国立大学大学院工学研究院 教授 

 

              菊池 純一      青山学院大学法学部長・大学院法学研究科長 

 

       小林 直人    早稲田大学研究戦略センター 教授 

 

       鈴木  潤    政策研究大学院大学 教授 

 

       冨田 房男    北海道大学名誉 教授 

 

      中小路 久美代 株式会社ＳＲＡ先端技術研究所リサーチディレクター 

 

       森  俊介   東京理科大学理工学部経営工学科 教授 

 

       吉本 陽子   三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

               経済・社会政策部 主任研究員 

 

 

（委員敬称略、五十音順） 

 

事務局：経済産業省産業技術環境局技術評価室 

 



 

情報サービス・ソフトウェアに係る技術に関する施策・事業評価検討会 

評価者名簿 

 
 
 
座  長   池上 徹彦 文部科学省宇宙開発委員会委員長 

 

   岩野 和生 日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員  

未来価値創造事業担当 

 

        新  誠一 電気通信大学電気通信学部システム工学科教授 

 

        西尾章治郎 大阪大学理事・副学長 

 

        西岡 靖之 法政大学デザイン工学部システムデザイン学科教授 

 

（敬称略、五十音順） 

 

事務局：経済産業省商務情報政策局情報処理振興課・情報経済課 

 



 

情報サービス・ソフトウェアに係る技術に関する施策・事業評価に係る省内関

係者 

 

１．技術に関する施策 

 

（平成２２年度） 

 商務情報政策局 情報処理振興課長 東條 吉朗（事業担当） 

         情報経済課長 村瀬 佳史（事業担当） 

 産業技術環境局 産業技術政策課 技術評価室長 秦 茂則 

 

 

２．技術に関する事業 

 

A. 情報大航海プロジェクト 

【事後評価】（平成２２年度） 

 商務情報政策局 情報処理振興課長 東條 吉朗（事業担当） 

 産業技術環境局 産業技術政策課 技術評価室長 秦 茂則 

【事前評価時】（予算要求時） 

 商務情報政策局 情報経済課 情報経済企画調査官 八尋 俊英（事業担当） 

 

B. 産学連携ソフトウェア工学実践事業（高信頼組込みソフトウェア開発） 

【事後評価】（平成２２年度） 

 商務情報政策局 情報処理振興課長 東條 吉朗（事業担当） 

 産業技術環境局 産業技術政策課 技術評価室長 秦 茂則 

【事前評価時】（予算要求時） 

 商務情報政策局 情報処理振興課長 鍛冶 克彦（事業担当） 

 

C.  IT投資効率向上のための共通基盤開発プロジェクト 

【事後評価】（平成２２年度） 

 商務情報政策局 情報経済課長 村瀬 佳史（事業担当） 

 産業技術環境局 産業技術政策課 技術評価室長 秦 茂則 

【事前評価時】（予算要求時） 

 商務情報政策局 情報経済課長 土本 一郎（事業担当） 



 

情報サービス・ソフトウェアに係る技術に関する施策・事業評価 

 

審 議 経 過 

 

 

○第１回評価検討会（平成２３年１月７日） 

 ・評価検討会について 

 ・技術に関する施策・事業の概要について 

 ・今後の評価の進め方について 

 

○第２回評価検討会（平成２３年２月９日） 

 ・評価報告書(案)について 

 

○産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（平成２３年３月９日） 

 ・評価報告書(案)について 



 

目  次 

 

はじめに 

産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会 委員名簿 

情報サービス・ソフトウェアに係る技術に関する施策・事業評価検討会 委員名簿 

情報サービス・ソフトウェアに係る技術に関する施策・事業評価に係る省内関係者 

情報サービス・ソフトウェアに係る技術に関する施策・事業評価 審議経過 

                                   ページ 

技術に関する施策・事業評価報告書概要  …………………………………………i～xv 

 

第１章 評価の実施方法 

  １．評価目的  ……………………………………………………………………  ２ 

  ２．評価者  ………………………………………………………………………  ３ 

  ３．評価対象  ……………………………………………………………………  ３ 

  ４．評価方法  ……………………………………………………………………  ４ 

  ５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準  ……………  ４ 

 

第２章 技術に関する施策の概要 

  １．施策の目的・政策的位置付け  ……………………………………………  ６ 

  ２．施策の構造及び目的実現の見通し ………………………………………… １９ 

 

第３章 技術に関する事業の概要 

  Ａ．情報大航海プロジェクト 

  １．事業の目的・政策的位置付け  …………………………………………… ２７ 

  ２．研究開発等の目標  ………………………………………………………… ３１ 

  ３．成果、目標の達成度  ……………………………………………………… ３４ 

  ４．事業化、波及効果について  ……………………………………………… ６３ 

  ５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等  ………………… ７２ 

 

  Ｂ．産学連携ソフトウェア工学実践事業（高信頼組込みソフトウェア開発） 

  １．事業の目的・政策的位置付け  …………………………………………… ７７ 

  ２．研究開発等の目標  ………………………………………………………… ８４ 

  ３．成果、目標の達成度  ……………………………………………………… ８９ 

  ４．事業化、波及効果について  ………………………………………………１０９ 

  ５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等  …………………１１４ 

 



 

  Ｃ．IT投資効率向上のための共通基盤開発プロジェクト 

  １．事業の目的・政策的位置付け  ……………………………………………１１９ 

  ２．研究開発等の目標  …………………………………………………………１２２ 

  ３．成果、目標の達成度  ………………………………………………………１２８ 

  ４．事業化、波及効果について  ………………………………………………１５９ 

  ５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等  …………………１６１ 

 

第４章 技術に関する施策評価 

  １．施策の目的・政策的位置付けの妥当性 ……………………………………１６６ 

  ２．施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性 ………………………………１６８ 

  ３．総合評価 ………………………………………………………………………１７０ 

 

第５章 技術に関する事業評価 

  Ａ．情報大航海プロジェクト総合評価  ………………………………………１７３ 

  Ｂ．産学連携ソフトウェア工学実践事業（高信頼組込みソフトウェア開発） 

総合評価  ……………………………………………………………………１７６ 

  Ｃ．IT投資効率向上のための共通基盤開発プロジェクト ……………………１７９ 

 

第６章 今後の研究開発の方向等に関する提言  …………………………………１８１ 

 

第７章 評点法による評点結果  ……………………………………………………１８９



i 
 

技術に関する施策・事業評価報告書概要 

 
技術に関する施策 

 
技術に関する 

施策名 
情報サービス・ソフトウェアに係る技術に関する施策 

担当課 商務情報政策局情報処理振興課・情報経済課 

技術に関する施策の目的・概要 

施策の主な目的は、情報サービス・ソフトウェア産業の高度化を通じた、IT利活用による我が

国産業全体の競争力強化である。我が国情報サービス・ソフトウェア産業は、売上げ規模は１７

兆円、雇用者数８６万人を擁する重要産業である。そして、企業の生産、物流、顧客管理のため

のエンタプライズ系のソフトウェアや、携帯電話、情報家電等の製品の中にある組込み系のソフ

トウェアのように、ITがあらゆる産業にとって不可欠な業務インフラとして機能しており、ITの

利活用によって生産性向上、コスト削減、新サービスの創出等を実現するという点に鑑みても、

情報サービス・ソフトウェア産業は他産業の発展に大きく裨益している。そのため、我が国産業

全体の競争力強化という観点で、情報サービス・ソフトウェア産業政策の費用対効果は極めて大

きい。 

 また、我が国経済社会の安全・安心の確保も、引いては我が国産業全体の競争力強化に寄与す

るものではあるが、情報サービス・ソフトウェア産業政策の目的の一つである。上記のようにIT

が経済社会インフラとして機能する中、ソフトウェア・システムの信頼性・安全性は社会基盤の

安定性を左右する存在となっている。一方で、最近では、航空会社のシステム、証券取引システ

ム等のトラブルが頻発しており、ソフトウェア・システムの品質の確保が喫緊の課題となってい

る。その品質の向上に資する技術開発は、経済社会の安全・安心の確保という極めて公益性の高

い取組みと言える。 

 商務情報政策局においては、情報サービス・ソフトウェアに係る技術に関する施策として、「大

量データ利活用」と「組込みソフトウェア」の２分野に集中して施策展開を図っている。 

 

技術に関する事業一覧 

Ａ．情報大航海プロジェクト 

Ｂ．産学連携ソフトウェア工学実践事業（高信頼組込みソフトウェア開発） 

Ｃ．IT投資効率性向上のための共通基盤開発プロジェクト 

Ｄ．次世代高信頼・省エネ型IT基盤技術開発・実証事業 

Ｅ．中小企業システム基盤開発環境整備事業 

※Ｄ．及びＥ．については平成２２年度より開始した事業であるため、事業評価の対象外とした。 

 

技術に関する施策評価の概要 

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性 

情報サービス・ソフトウェア産業関連施策の全体像の中で、技術関連の施策として「大量デー

タ利活用」と「組込みソフトウェア」に注力していることは妥当である。この２分野は、詳細な

産業分析からも社会的ニーズの高さは明らかであり、政府計画等でも重要な課題として常に位置

づけられており、また、海外でも活発な動きが見受けられるため、国際市場を見据えて国として

取り組んだことの意義は大きい。 

 一方で、国際市場を視野に入れた日本の特色をいかした高度な戦略を模索すべきである。また、

当該産業分野の技術環境・市場環境の変化が激しいことを前提とすると、全体戦略に基づきつつ、
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その変化を次の施策に適宜反映することが必要である。 

 

２．施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性 

「IT利活用による競争力強化」という施策目的はおおむね達成されたと考えられる。特に、産

業界を巻き込んでいる点、標準化やプラットフォーム化等の個別企業ではなく産業全体のインフ

ラとなり得る施策を選んで実施している点、法規制やセキュリティ等の公的な機関が行うべき内

容について、実証実験を行いながら、具体的な成果につなげている点等が評価できる。 

 一方で、事業のフォローアップを適切に行って、事業開始時に計画した予算配分やスケジュー

ル等の軌道修正を必要に応じ効果的に行うべきである。特に「組込みソフトウェア」について国

内外への波及効果を測る定量的な効果が曖昧である。 

 

３．総合評価 

情報サービス・ソフトウェアに係る技術に関する施策は、その政策的位置付けが様々な政府計

画などに裏付けられ、その開始のタイミング、具体的な事業の内容等の点で、全般的に評価でき

る。各事業とも技術開発という観点では成果があり、情報大航海プロジェクトに関しては、ユー

ザ視点で事業設計を行った点、情報爆発時代において大きな方向性を示した点で意義が大きい。 

一方で、国際競争が激化する中、これまでの施策の成果を礎として、今後は、国として具体的

なビジョンを明確に打ち出し、その下で大胆かつ柔軟に施策を展開することが望まれる。それを

支えるものとして、施策の成果や効果、後継施策との関連性等を明確に整理し、国民にアピール

することが重要である。また、国際比較も行いつつ定量的評価指標を活用して事業成果を検証す

ることも重要である。 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 

まずは、リスクを覚悟した上で、世界をリードする又は世界をリードするグループ入りするた

めの戦略を練り、大胆な施策展開を図って欲しい。戦略の例は、オープン化、標準化、ブラック

ボックス化、囲い込み、海外を巻き込んだ技術開発、省庁間連携等である。そのためには、マー

ケティングも含めた高度なソフトウェア工学も必要となってくる。 

施策対象分野としては、国が関与すべき領域、民間にゆだねるべき領域について常に見直すこ

とが必要である。国が関与すべき領域としては、民間だけでは時間がかかるもの、外部不経済に

伴う社会的コストを明らかにして劇的に削減するもの、社会・産業構造の変化を先取りした新た

なイノベーション分野にアプローチするもの等である。具体的には、クラウドコンピューティン

グ、サイバーフィジカルシステム 等である。 

 また、環境や技術の変化に対応するため、以下の点にも留意すべきである。 

１．施策の開始前に前提、成功指標の達成目標などを明らかにしておく。 

２．Reviewの際に前提の変化による影響分析を行う。それによって、施策の中で意味のなくな

ったこと、重要性が増したこと、今後注力すべきことを明らかにする。 

 加えて、ユーザの立場に立った施策も今後必要である。例えば、ユーザ側に立って、システム

開発を監視し、最終的な品質を見極める仕組みがあれば、業界全体の発展に寄与すると考える。 
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 
Ａ．情報大航海プロジェクト 

上位施策名 １６．情報産業強化 

担当課 商務情報政策局情報処理振興課 

事業の目的・概要 

 センサデバイスが普及するなど社会のIT化が進展することにより、社会活動のあらゆる場面で

情報の「創出」「蓄積」が爆発的に起こっている。この「情報爆発」は情報探索が難しくなると

いう負の側面がある一方、大量の情報から新たな価値を宗主るすることで新たなサービスの創出

を期待できる。 

 本プロジェクトでは情報爆発をイノベーションに結びつけるため、多種多様な大量情報を利活

用した先進的なサービスを実証することにより、国際競争力ある新たな産業の育成を図るととも

に、プライバシーや著作権等制度的課題の解決に取り組み、サービスが自律的に展開していくた

めの環境を整備しつつ、そのために必要な基盤となる次世代知的情報アクセス技術の開発及び普

及・展開を目指した。 

 

予算額等（委託）                             

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施 

平成１９年度 平成２１年度 － 平成２２年度 
㈱日立コンサル

ティング 他 

H19FY 予算額 H20FY 予算額 H21FY 予算額 総予算額 総執行額 

４６億円 ４１億円 ２６億円 １１３億円  

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

 要素技術 目標・指標 成果 達成度 

①先端事業

による実証 

 

 

次世代知的情報アクセス技

術を用いた先進的なサービ

スの有効性・実現性の検証

と、制度的課題の抽出、な

らびに技術面の検証 

・プライバシーに十分配慮しながら、個

人の行動情報、位置情報を活用し、個人

が欲している情報を自動でレコメンデ

ーションする新たなサービスの有用性

が確認できた。 

・個人の行動情報、血糖値・血圧・体重

などの健康・医療情報を活用したサービ

スにより、適切なタイミングで適切な情

報を提供すると患者が適切な行動をと

り、生活習慣を改善できることが確認で

きた。 

・大量のレポート・運航データからトラ

ブル発生モデルを構築する技術と、トラ

ブルを予兆管理する技術の利用により、

新たな安心・安全に資するサービスを実

達成 
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現できる見込みが高いことが判った。 

・映像、画像、ブログ検索等のリッチコ

ンテンツ分野で、ユーザの満足度がより

高い、新たなサービスを実現した。 

・実証から生まれた、今後社会で広く利

活用される見込みの共通技術を検証し

た。 

・著作権法等で、先進的なサービス普及

の妨げとなる制度的な課題を抽出し、制

度・環境の整備につなげることができた。 

②制度・環

境の整備 

事業者が次世代知的情報ア

クセス技術を活用した先進

的なサービスを展開する上

で必要となる制度環境の整

備 

・個人情報を匿名化して利活用を促進す

るため、利活用の考え方を整理し、「パ

ーソナル情報の利用ガイドライン（案）」

として取りまとめた。 

・検索サービスのための複製等を著作権

法上明記することを目指した本事業の取

組みがきっかけとなり、改正著作権法が

成立した。 

・ISOやOECDなどにおいて、本事業の取

組みを紹介し、国際標準化に向けた足掛

かりを構築した。 

達成 

（一部 

継続 

実施） 

③技術開発 先進的なサービスを展開す

る上で必要となる次世代知

的情報アクセス技術の開発

と、汎用化・共通化 

・実用規模の大規模実データに対応可能

な処理性能を持つ、世界で初めての汎用

的な匿名化技術を開発した。 

・世界最高速レベルの頻出パタンマイニ

ングアルゴリズムが実装された、先進的

なデータマイニング基盤技術を開発し

た。 

・「PI（Place Identifier）基盤」の開発で

は、ISOの規格化（ISO-17572）を実現し

た。 

・オープンソース化等により技術の汎用

化。共通化を実施した。これらの技術に

ついては、リッチコンテンツ分野を中心

に既に120件以上の商用化事例が存在す

るほか、次世代パーソナルサービス推進

コンソーシアム等を通じて普及が進めら

れている。 

達成 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

無し 

 

＜共通指標＞ 

論文数 
特許等件数 

（出願を含む） 
技術の 

商用化件数 
技術の国際
標準件数 

77 43 126 2 
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総合評価概要 

諸外国において未着手であった非Webの「データの価値」の実証に国家プロジェクトとして率

先して取り組んだ独自性と先進性を高く評価する。また、サービス創出を目的として、日本の弱

点と言われる技術応用とコンテンツ分野の強化に取り組み、その結果頑ななプライバシー意識を

持つ日本社会に利便性とリスクのバランスが重要との意識が芽生えたこと、また著作権法改正等

の制度改革につながったことは国家の事業であるがゆえに可能だったことであり、その意味で大

いに意義があった。開発された技術内容も高度なもので、ここ5年の技術開発を先導したものと

して位置づけられる。総じて、本プロジェクトの結果、データ利活用サービスの機運が大きく育

ってきたと言える。 

 なお、多大な成果があるにも拘わらず、一見すると、関連性が希薄な複数の実証事業が推進さ

れ、統合感が欠落しているという誤解を与える可能性があり、これについてはメッセージの発信

を工夫するなど、より戦略的なアウトリーチ策が必要である。また、事業の成果をグローバルな

産業として育てる、政策レベルでの戦略が必要である。本プロジェクトの成果を踏まえて、明ら

かになった課題を整理すると共に次なる施策を戦略的に実施することが期待される。 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 
情報大航海プロジェクトは、社会的構造、社会的費用を顕在化し、社会システムの最適化する

ものである。そのためのインフラ、センサーインフラ、サービスについて更なる展開を図ること

が望ましい。また、本事業の成果については、引き続き知的財産の共同利用の促進と更なる要素

技術開発を促すことが望まれる。 

クラウドコンピューティングに関連する次の事業として、「サイバーフィジカルシステム」の

研究開発が考えられる。「進化し続けるメディアと人間・社会のつながりを読み解く実時間ソー

シャルITメディア解析基盤システム」を構築し、膨大な情報空間の観測及び解析によって社会の

動向を探ることは、今後の社会において重要な役割を果たす。 
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評点結果 
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技術に関する 

事業名 
Ｂ．産学連携ソフトウェア工学実践事業（高信頼組込みソフトウェア開発） 

上位施策名 １６．情報産業強化 

事業担当課 商務情報政策局情報処理振興課 

プロジェクトの目的・概要 

 組込みソフトウェアは、自動車、情報家電、携帯電話等の機器固有の機能を実現しており、組

込みソフトウェア搭載製品は我が国輸出製品の半数を占め、我が国競争力の源泉となっている。

組込みソフトウェアの重要性が高まる一方で、構造的課題も抱えており、我が国の基幹製品であ

る自動車の組込みソフトウェア開発を支援することにより、自動車産業及び組込みソフトウェア

産業等の国際競争力強化を図ることを本事業の目的とする。 

 本事業の主な取組みは、車載組込みソフトウェアの共通部分を括り出した基盤ソフトウェア

（BSW）の開発である。その背景としては、車載組込みソフトウェアに関して、省エネ化等の機

能拡張へのニーズの高まりにより、高級車では数十個のECUが搭載されてソフトウェア規模は数

百万行に達し、信頼性への影響が懸念されている。また、欧州においては、国際標準化を睨みつ

つ、ボッシュ等が主導したコンソーシアムAUTOSARにて車載共通基盤ソフトウェアを開発中であ

り、我が国の意向が反映されていないBSWが国際標準となる危険性がある。 そのため、我が国に

おいても、大規模化したソフトウェアの信頼性・生産性を向上させるため、業界横断的に高信頼

なBSW(OS、ミドルウェア）を共同開発することとした。  

 

予算額等（委託）                             

開始年度 終了年度 中間評価時 事後評価時期 事業実施主体 

平成１９年度 平成２１年度  平成２２年度 
一般社団法人

JASPAR 

H19FY 予算額 H20FY 予算額 H21FY 予算 総予算額 総執行額 

８．２億円 １１．９億円 １１．９億円 ３１．９億円 ３１．９億円 
 

目標・指標及び成果・達成度 

 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

 要素技術 目標・指標 成果 達成度 

①高信頼・

高効率な共

通基盤ソフ

トウェアの

構築 

 

1-1)車載電子制御システム

に適用できるBSWを開発

し、実システムに搭載して、

従来と同等の性能を確認す

る。 

自動車メーカ、部品メーカ、組込みソフ

トメーカ、半導体メーカ、ツールメーカ

が、業界横断的にBSWを共同開発。さら

に、開発したBSWを実システムに適用・評

価した結果、従来と同等の性能を確認で

きた。 

達成 
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1-2)BSWを開発してベンチ

マーク評価を実施し、性能

がAUTOSAR版を上回ること

を確認する。 

ベンチマーク評価を実施し、ROM/RAM

消費量、CPU負荷率等の観点でAUTOSAR

版BSWに対する優位性を確認した。 

達成 

1-3) 開発成果物（ソフトウ

ェア、開発プロセス）につ

いて、我が国発の国際標準

化を目指し世界基準とす

る。 

 

本開発成果の国際標準化に向けて、２０

１０年にAUTOSARコンソーシアムに

JASPAR版BSWの主要技術である「プロ

ファイル」、「クラスタ」コンセプトに

ついて提案を行った。AUTOSARから高い

評価を受け、規格化する方向で現在調整

中である。 

達成 

 

②ソフトウ

ェア工学に

基づく高効

率な開発環

境の整備 

2-1)組込みソフトウェアの

開発プロセスの効率性向上

を図るため、欧州の先進的

取組みを調査するととも

に、サプライチェーン関係

者間のインターフェースの

共通化を図る。 

車載ソフトウェア開発の生産性・信頼性

を向上させるため、サプライチェーン関

係者間のインターフェースの共通化（受

発注情報の統一）を図った。 

達成 

2-2)構造設計から単体テス

トまでのプロセスについ

て，開発の負荷軽減、信頼

性向上を意識し、設計パラ

メータ削減を実現するツー

ルチェーンを開発・実装評

価する。 

高品質な製品を生み出す日本の開発プロ

セス（すり合わせ型）に、欧米流のプラ

ットフォームベース開発（組合せ型）の

方法論を融合した、ツールチェーンを開

発。大幅なパラメータ設定項目の削減

（AUTOSARに対して75%削減）が可能と

なり、開発生産性・信頼性を向上させた。 

達成 

 

③中小の組

込みソフト

ウェアメー

カの育成 

3-1)IPA/SECが公開してい

るETSSを土台にして、車載

制御ソフトウェア技術スキ

ル診断手法（自動車版ETSS）

を整備する。それによって、

スキルの見える化、及び技

術力向上項目の特定化を図

り、技術者のスキル向上に

繋げる。 

車載組込みソフトウェア開発に対応した

独自のスキル診断システムを開発。また、

中小組込みソフトウェアメーカを大手自

動車メーカと共同で開発作業に従事さ

せ、スキル診断システムを用いて組込み

ソフトエンジニアのスキル向上を定量的

に確認できた。 

達成 

3-2)IPA/SECで開発中の

EPMと、品質指標（ESQR）

などを組み合わせることで

開発進捗状況の実情を発注

側が把握できるようにし、

受注側のマネージメント力

向上に繋げる。 

プロジェクト管理指標と品質指標を組み

合わせて開発進捗状況の見える化手法を

開発して、本事業に適用した。開発者の

スキルと開発進捗に強い相関が確認で

き、マネージメントツールとしての有効

性を確認できた。 

達成 

 

 (2) 目標及び計画の変更の有無 

無 
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規格文書 

JASPAR内公開 

規格文書 

国際標準化提案 
論文寄稿 講演・表 新聞記事 

７件 ３件 １件 ６件 １２件 

 

 

総合評価概要 

車載電子制御システムの共通基盤ソフトウェア及びその開発環境の整備を業界横断的に推進

できたことの意義は大きい。その中で、ベンチマーク評価によってAUTOSAR版の諸性能に対する

優位性を示せたこと、それによって日本の実情に合った形でAUTOSAR規格の修正を提案して採用

される目途が立ったこと、また、「すり合わせ型」手法と「組み合わせ型」手法を高度に融合し

た新たな開発環境の整備について大きな成果を上げたこと、それによって競争領域・共通領域の

概念を業界に浸透させられたこと等も高く評価できる。 

一方で、AUTOSAR規格の適合にとどまらず、車載電子制御システムのソフトウェア規格の主導

権を握るところまで達して欲しかった。今後に向けては、ビジネスモデル的な視点に立った共通

領域と競争領域の境界線や、国が支援すべき領域についての議論を重ねるべきである。また、精

緻な評価のためには、産業界へのインパクトについて定量的評価等も必要と思われる。 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 

現在のクラウドサービスの展開の中でどのような開発環境やソフトウェア、プロセスを標準化

して提供していくかが重要になってきており、その観点からの分析が求められる。 

また、日本の優位性を活かすためには、形式化された開発プロセスの中で擦り合わせができる

ことが不可欠であり、このような枠組みを構築する事業がこれからの日本に不可欠である。従来

の古典的なソフトウェア工学をあてはめるのではなく、独自のソフトウェア工学を構築すること

を目指すべきである。 
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評点結果 
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技術に関する 

事業名 
Ｃ．ＩＴ投資効率向上のための共通基盤開発プロジェクト 

上位施策名 １６．情報産業強化 

担当課 商務情報政策局情報経済課 

事業の目的・概要 

本事業は、情報家電向けのプラットフォーム上での特に情報家電向けに必須の機能であるメデ

ィア処理用インタフェース（API）を共通化することにより、新しい情報家電の付加価値の高い

ソフトウェア/サービスの構築を容易にするとともに、再利用を促進し、ソフトウェア体系の整

備にかかるコストの低減を実現し、情報家電分野の投資効率に貢献することを目的とする。 

次世代情報家電ソフトウェア開発のための共通的な要件を広くオープンにし、その結果、ソフ

トウェア資産の再利用を促すことで、開発コストの低減を目指すとともに、最終的に各企業にお

いては競争領域へのコストシフトを図るものである。今回マルチメディア制御機能を協調領域と

定義し標準化することで、開発効率向上のための企業横断的な次世代の仕様を確立する。 

 

予算額等（委託）                             

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２０年度 平成２１年度 - 平成２２年度 
技術研究組合 

ＡＳＥＴ 

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 総執行額 

４．５億円 ４億円 - ８．５億円 ８．５億円 

 

目標・指標及び成果・達成度 

 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

要素技術 目標・指標 

 

成果 達成度 

メディア・イン

タフェース用

API仕様の策定 

デジタルTV等メディア処理をア

プリケーション層とメディアフ

レームワーク層に分離するため

メディア・インタフェース用API

仕様の策定を行う。 

 

メディア・インタフェース用

API仕様を策定し、「OMI関数

仕様書」、「OMIチェーン仕

様書 ISDB-T再生編」、「OMI

ユーザーズガイド」をめた。 

達成 

メディア・イン

タフェース用

APIの実証開発 

 

メディア・インタフェース用API

の仕様を用いて正しくマルチメ

ディア処理を実行できることを

3社（NECエレクトロニクス、東

芝、ルネサステクノロジ）のLSI

を使用した試作ボード上で確認

完了する。 

 

３社（NECエレクトロニクス、

東芝、ルネサステクノロジ）

が所有する価開発システム

上で実証開発を行い、メディ

ア・インタフェース用APIが

仕様が機能面、性能面、品質

面で問題ないことを確認し

た。抽出した課題については

各メディア・インタフェース

用API仕様書にしてフィード

バックを行った。 

達成 
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メディア・イン

タフェース用拡

張API仕様の策

定 

デジタルTV対応のマルチメディ

ア用インタフェースを基に、

DLNAやインターネットなどネッ

トワークに対する仕様拡張と、

録画再生等の複合動作に対する

拡張を行う。 

 

拡張仕様を策定し、「OMI基

本仕様書」、「OMIチェーン

仕様書 ネットワークメデ

ィア再編」、「OMIチェーン

仕様書 分離AV入力再生

編」、「OMIチェーン仕様書 

ISDB-T録画編」、「OMIチェ

ーン仕様書 録画済TS再生

編」、「OMIチェーン仕様書 

DTV再生」を纏めた。 

達成 

メディア・イン

タフェース用拡

張APIの実証開

発 

メディア・インタフェース用拡

張API仕様に基づき、開発評価シ

テム上で実証開発を行い、これ

らの拡張仕様が機面、性能面、

品質面で十分であることを確認

し、抽出した課題について前期

API仕様にフィードバックを行

う。 

社（NECエレトロニクス、東

芝、ルネサステクノロジ）が

所有する評価開発システム

上で実証開発を行い、拡張仕

様が機能面、性能面、品質面

で問題ないことを確認した。

抽出した課題については各

拡張仕様書に対してフィー

ドバックを行った。 

達成 

ハードウェア仮

想化インタフェ

ース（HAL）仕様

の策定 

HAL標準仕様を開発し、テスト検

証を完了した仕様書として第三

者に提示可能する。 

HAL仕様書として、「HAL概要

説明書」、「HAL基本仕様書」、

「HAL機能仕様書」、HAL用語

・略語集」を纏めた。 

達成 

HAL仕様の効果

実証 

異なるハードウェア上で同じ機

能を実現するデバイスドライバ

のHAL上でのソフトウェアの移

植性実証を完了する。 

HAL仕様を元に実証システム

を開発し、HALを導入した場

合、新規でハードウェア操作

に必要なコード量が56.7%削

できること、また、他のLSI

へ開発したHALを転用する際

に得られる削減効果は平均

79.6%であることを確認し

た。また、HALを導入ること

によるレスポンス低下率は

限定的（1%～4%）であること

を確認した。 

達成 

HAL仕様範囲拡

大および実証開

発 

デバイスHALの適用範囲を拡大

しブートローダーに対するHAL

の検討、USB HL等の定義と仕様

策定を行う。ブートローダーが

ハードウェア固有部から分離さ

れ再利用性の向上を実現する 

HAL概要説明書（V2.00)、機

能仕様書（V2.00)を纏め、HAL

対応ブートロダーとUSB関連

デバイスのHAL対応を実施

し、デバイスHALに対応した

デバスドライバは100%再利

用できることを確認した。 

達成 

移植性検証 拡張仕様に対する実証開発を通

じてメディア・インタフェース

用API仕様についソフトウェア

移植は再利用性に関し、ISDBT以

外の他地域対応ミドルウェアに

ISDB-T以外の他地域対応の

ミルウェアの移植が可能か、

Linux以外のOSに変更してシ

ステムが構築できるか、本

APIを実現するメディアフレ

達成 
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る視聴検証を行う。更に、OS更

による移植性に対しても、Linux

以外にRTOS上での動作実証を行

い、ハードウェア、OS、ミドル

ウェアの各視点で、ソフトウェ

アの移植性検証を行う 

ームワークが他の基本ソト

ウェアやハードウェアに対

して用意に移植可能か確認

し、本APIがソフトウェアの

移植性にたいして有効であ

ることを確認した。 

標準化支援活動 協議会と連携しメディア・イン

タフェース用APIを広く普及さ

せる 

メディア・インタフェース用

APIに対して協議会参加企業

よりフィードバックを頂き、

仕様に反映させた。 

達成 

 

 (2) 目標及び計画の変更の有無 

 

＜共通指標＞ 

論文数 
論文の 

被引用度数 
特許等件数 

（出願を含む） 
特許権の
実施件数 

ライセンス
供与数 

取得ライセ
ンス料 

国際標準へ
の寄与 

0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 

 

総合評価概要 

半導体産業（ハードウェア）のもの作りの分野にソフトウェアの発想を注入したことの意義は

大きい。また、情報家電の分野において、企業の枠を越えて共通ＡＰＩを開発・実装することで

企業が競争力をえられるとともに、ミドルウェアに対して統一的なＡＰＩを提供することで生産

性が向上する。さらにこのAPIが事実上の業界標準になれば、多くの関連業界のコスト削減に向

けてのスパイラル構造が可能となり、波及効果は大きい。 

一方で、Androidの登場等オープンソースソフトウェアの動向や世界中の半導体ベンダーの動

向を意識した商品化行う国内の有力なテレビセットメーカとの協業体制が不調となり、本プロジ

ェクトの成果物の価値を大きく減じている。そして、成果を波及していくにあたっては、標準化

活動を展開するよりもデファクト・スタンダードとして採用されていくべきと考えられ、セット

メーカを含む国内企業がオールジャパンでの採用が得られるよう本プロジェクト終了後も地道

な普及活動が肝要である。 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 
現在のクラウドサービスの展開の中でどのような開発環境やソフトウェア、プロセスを標準化

して提供していくかが重要になってきており、その観点からの分析が求められる。 

また、日本の優位性を活かすためには、形式化された開発プロセスの中で擦り合わせができる

ことが不可欠であり、このような枠組みを構築する事業がこれからの日本に不可欠である。従来

の古典的なソフトウェア工学をあてはめるのではなく、独自のソフトウェア工学を構築すること

を目指すべきである。 
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第１章 評価の実施方法 
 

 

本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月３１日改定、

以下「評価指針」という。）及び第２５回産業構造審議会産業技術部会評価小委員会（平

成２１年１月２８日）において審議・了承された「技術に関する施策の評価」に基づき、

実施した。 

 

 

１．評価の目的 

 

 以下の（１）～（４）を目的として評価を実施した。 

  (1) より良い政策・施策への反映 

     評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮される

ような、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策

・施策の形成等につなげること。 

  (2) より効率的・効果的な研究開発の実施 

  評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望

な優れた研究開発や研究者の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効

果的・効率的に推進すること。 

  (3) 国民への技術に関する施策・事業の開示 

  高度かつ専門的な内容を含む技術に関する施策・事業の意義や内容について、

一般国民にわかりやすく開示すること。 

  (4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

  評価の結果を技術に関する施策・事業の継続、拡大・縮小・中止など資源の

配分へ反映させることにより資源の重点化及び効率化を促進すること。また、

研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等通じて次の段階に連続

してつなげることなどにより、研究開発成果の国民・社会への還元の効率化

・迅速化に資すること。 

 

 また、評価の実施に当たっては、以下の①～④を基本理念として実施した。 

  ① 透明性の確保 

  推進課、主管課及び研究開発機関においては、積極的に成果を公開し、その

内容について広く有識者等の意見を聴くこと。評価事務局においては、透明

で公正な評価システムの形成、定着を図るため、評価手続、評価項目・評価

基準を含めた評価システム全般についてあらかじめ明確に定め、これを公開

することにより、評価システム自体を誰にも分かるものとするとともに、評

価結果のみならず評価の過程についても可能な限り公開すること。 

  ② 中立性の確保 

  評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部

評価の導入等により、中立性の確保に努めること。 

  ③ 継続性の確保 

  技術に関する施策・事業においては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけ

ではなく、評価とそれを反映した技術に関する施策・事業の推進というプロ

セスを繰り返していく時系列のつながりにも意義がある。したがって、推進

課及び主管課にとって評価結果を後の技術に関する施策・事業の企画立案等



3 
 

に反映させる際に有用な知見を抽出し、継続性のある評価方法で評価を行う

こと。 

  ④ 実効性の確保 

     政策目的に照らし、効果的な技術に関する施策・事業が行われているか判断

するための効率的評価が行われるよう、明確で実効性のある評価システムを確

立・維持するとともに、技術に関する施策・事業の運営に支障が生じたり、評

価者及び被評価者双方に過重な負担をかけることのない費用対効果の高い評価

を行うこと。 

 

 

２．評価者 

 

 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、被評価

者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等により、中立性の確

保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家で構成する検討会を設

置し、評価を行うこととした。 

 これに基づき、評価検討会を設置し、技術に関する施策、技術に関する事業の目

的や研究内容に即した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から

評価検討会評価者名簿にある５名が選任された。 

 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省情報処理振興

課・情報経済課が担当した。 

 

 

３．評価対象 

 

技術に関する施策「情報サービス・ソフトウェアに係る技術に関する施策」 

技術に関する事業 

Ａ．情報大航海プロジェクト（実施期間：平成１９年度から平成２１年度） 

Ｂ．産学連携ソフトウェア工学実践事業（高信頼組込みソフトウェア開発）（実

施期間：平成１９年度から平成２１年度） 

Ｃ．IT投資効率向上のための共通基盤開発プロジェクト（実施期間：平成２０年度

から平成２１年度） 

 

を評価対象として、研究開発実施者（株式会社日立コンサルティング、一般社団法人

JASPAR、技術研究組合超先端電子技術開発機構）から提出された資料をもとに、技術に

関する事業の評価を行うとともに、それらの事業評価の結果を踏まえて、各事業を俯瞰

する形で各事業の相互関係等に着目し、技術に関する施策の評価を実施した。 

 

 

４．評価方法 

 

第１回評価検討会においては、評価検討会、施策・事業の概要、今後の評価の進め方

についての議論が行われた。 

第２回評価検討会においては、評価報告書（案）についての議論が行われた。 

また、知的財産権の保護等の観点から、評価検討会は非公開とした。ただし、配布資

料、議事要旨は、知的財産権の保護等に配慮する形で、経済産業省のホームページに掲
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載した。 

 

 

５．評価項目 

 

【技術に関する施策】 

  ○施策の目的・政策的位置付けの妥当性 

 ・施策の目的の妥当性 

 ・施策の政策的位置付けの妥当性 

 ・国の施策としての妥当性、国の関与が必要とされる施策か。 

  ○施策の構造及び目的実現見通しの妥当性 

 ・現時点において得られた成果は妥当性 

 ・施策の目的を実現するために技術に関する事業が適切に配置されているか。 

  ○総合評価 

 

【技術に関する事業】 

  ○事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

    ・事業の目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

    ・国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

  ○研究開発等の目標の妥当性 

    ・研究開発等の目標は適切かつ妥当か。  

  ○成果、目標の達成度の妥当性 

   ・成果は妥当か。 

   ・目標の達成度は妥当か。 

  ○事業化、波及効果についての妥当性 

    ・事業化については妥当か。 

    ・波及効果は妥当か。 

  ○研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

    ・研究開発計画は適切かつ妥当か。 

    ・研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

    ・資金配分は妥当か。 

    ・費用対効果は妥当か。 

    ・変化への対応は妥当か。 

  ○総合評価 
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第２章 技術に関する施策の概要 
 

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性 

 

１－１ 施策の目的の妥当性 

（１）背景 

 ①大きな雇用を抱える情報サービス・ソフトウェア産業 

図１－１のように、情報サービス・ソフトウェア産業は、デジタル化・ネットワ

ーク化の進展を背景に、旺盛な成長力を持続させており、２００８年現在で売上高

約１７兆円、従業者数約８６万人とエレクトロニクス産業にも匹敵する大きな雇用

を抱えている（図１－１）。 

（出所）経済産業省「特定サービス産業実態調査」

日本のＩＴソリューション産業の売上高・従業者数の推移

 
図１－１ 情報サービス・ソフトウェア産業の規模 

 
 ②成熟する国内市場とグローバル展開の必要性の増大 

図１－２のように、２００２年以降、我が国の情報サービス市場の成長率は大き

く鈍化。また、ユーザ企業における人件費単価の抜本的な価格見直し、クラウドコ

ンピューティングの進展、オフショア開発の普及等による価格低減圧力の高まり等

を背景にIT価格の構造的な低下圧力が常態化している。 

このように国内市場は成熟する一方で、ユーザ企業のグローバルな事業展開が拡

大しており、グローバルレベルでのIT投資が増加する可能性が高い。また、アジア

等新興国のIT市場が今後拡大することが見込まれる。 

こうした状況下で、従来の国内顧客の個別の要求に応じたSI業務を中心とした業

務展開では、更なる成長は見込めず、グローバルな事業展開に向けた取組を進める

必要がある。 
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図１－２ 海外進出の遅れる我が国の情報サービス・ソフトウェア産業 

 

 ③組込みソフトウェア産業の競争力の重要性 

SI型のソリューション企業が苦境に立たされつつある一方、組込みソフトウェア

は我が国輸出製品の半分以上を支える付加価値の源泉となっている（図１－３）。

これらの強みを維持・強化していくことが求められる。 

 

事業部門の全開発費の内訳

組込みシステムに関連する
上記以外の開発費

7.4%

組込みシステムに関連する
ハードウェア（機構系）開発費

10.3%

組込みシステムに関連する
ハードウェア（電子系）開発費

12.2%

組込みシステムに
関連しない開発費

26.5% 組込みシステムに関連する
ソフトウェア開発費

43.6%

（出典）組込みソフトウェア産業実態調査２０１０

一般機械
(ベアリング及び
同部分品を除く）

17.4%

輸送用機器
21.9%

その他
12.8%

原料別製品
13.0%

化学製品
10.7%一般機械

（ベアリング及び
同部分品）

0.5%

鉱物性燃料
1.8%

原料品
1.5%食料品

0.7%

電気機器
（電子部品、電池）

6.9%

組込みソフトウェア
関連製品
52.2％

13.0%

電気機器
（電子部品、電池を除く）

我が国輸出製品に占める
組込みソフトウェア関連製品の割合

 
図１－３ 我が国を支える組込みソフトウェア 

 
 ④我が国の情報システム・ソフトウェアの高い信頼性 

国内ユーザの厳しい要求に対応し続けてきたことから、我が国情報サービス・ソ

フトウェア企業が構築・制作する情報システム・ソフトウェアの品質・信頼性は高

いものとなっており、我が国情報サービス・ソフトウェア企業が海外展開を図って

いく際の強みとなり得る。情報システム・ソフトウェアの品質・信頼性を維持・向

上していくことが求められる。 

 

 ⑤海外・新興国ベンダの台頭 

オフショア開発の取引額は増加傾向にあり、今後も急速に拡大していくことが見

込まれる（図１－４）。オフショア利用率は企業の規模が大きいほど高く、今後も

拡大の意向が強い。 
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図１－４ 強まるオフショア開発への依存傾向 

 
また、インド、中国などの新興国ベンダは競争力を高め、規模を急速に拡大。我

が国大手ベンダの売上をも上回るベンダも見られる（図１－５）。これらの中には、

日本語教育を積極的に行い、日本に対するサービス提供能力を高め日本市場への攻

勢を強めるものも存在する。 

 

 
図１－５ 急拡大する新興国ベンダ 
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 ⑥地域・中小ベンダの状況 

我が国の情報サービス・ソフトウェア産業は、プライムベンダを頂点に、多くの

地域・中小ベンダが支えるピラミッド型の産業構造となっており、約８割弱のベン

ダが何らかの形で下請業務を受注している。 

また、地域・中小ベンダは、下請業務を中心に事業を展開してきたため、必ずし

も地域・中小ユーザのニーズに応え切れておらず、さらに、新興国ベンダの台頭に

よる競争激化への対応や、クラウド時代を見据えた新たな市場に向けての業態転換

も求められている（図１－６）。 

 

 

 
図１－６ 業態転換が求められる地域・中小ベンダ 

 
（２）情報サービス・ソフトウェア産業政策の全体像 

図１－７は、平成２２年３月に開催された経済産業省の情報サービス・ソフトウ

ェア小委員会において、情報サービス・ソフトウェア産業政策の体系についてまと

めた資料である。ここでは、世の中の情報量増大化の傾向に対していかにそれを利

活用して新サービスを普及させるか、組込み分野を中心としたソフトウェアの大規

模化・複雑化に対していかに信頼性を確保して競争力強化を図るか、海外進出の重

要性の増大や新興国ベンダの台頭といった産業全体を覆うグローバル化の波にいか

に対応するか、地域における中小ベンダの活性化・中小ユーザ企業のIT化をいかに

促進するかといった課題が掲げられている。政策には制度整備、人材育成、中小企

業支援等、様々な手法が存在するが、上記課題の中で研究開発に密接に関係するの

は、大量データの利活用と組込みソフトウェアの競争力強化である。図１－８と図

１－９は平成１８、１９年頃の情報分野の政策体系図であるが、この２分野の重要

性は当時も強く意識されていた。 

商務情報政策局においては、こうした政策分析結果及び「選択と集中」の観点か

ら、情報サービス・ソフトウェア分野の技術政策は大量データ利活用関連と組込み

ソフトウェア関連の２つに特化しているところである。 
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我が国情報サービス・ソフト
ウェア産業の世界市場における

強み・弱み

今後の情報サービス・ソフト
ウェア産業のあり方

施 策

■ 日本の情報サービス・ソフト
ウェア市場は世界第３位

■ しかし、市場は成熟
■ 世界市場はアジア等新興国中心

に市場拡大見込み

■ クラウドの進展、価格低減圧力
の増大などにより従来型のＳＩビ
ジネスだけでは厳しい状況

■ 情報サービス業の今後の方向性

●海外展開

■ ソフトウェア業の今後の方向性

● SaaSビジネスの展開、業務ノウ
ハウを取り込んでパッケージ化

■ 情報サービス業の今後の方向性

●ユーザとパートナー関係構築、コ
ンサル機能の拡大

●クラウドへの対応・国際展開（ソ
フトウェアプラットフォーム、
データセンタの規模拡大、グリー
ン化・高信頼化が付加価値）

■ ソフトウェア業の今後の方向性

●プラットフォーム事業者とのアラ
イアンス形成

クラウドビジネスの拡大、業務ノウ
ハウをベースにシステム輸出、信頼
性の見える化

要件定義の精緻化、モデル取引・契
約書、新しい契約形態への対応

クラウド基盤の整備・ルール整備、
BPO業務への対応やクラウド型開
発への対応人材の育成

大量データ利活用（クラウド）関連

 
 

我が国情報サービス・ソフト
ウェア産業の世界市場における

強み・弱み

今後の情報サービス・ソフト
ウェア産業のあり方

施 策

■ 一方、組込みソフトウェアは我
が国輸出製品の６割を支える付加
価値の源泉

■ 組込みソフトウェア業の今後の
方向性
●海外展開

■ 情報サービス業・ソフトウェア
業・組込みソフトウェア業の今後
の方向性

●開発機関の短縮、信頼性向上

非競争領域の特定・共同開発・標準
化の推進

■ 情報システム・ソフトウェアで
も品質・信頼性の高さは我が国の
強み

■ 他方、インド、中国を中心とす
る新興国ベンダは規模を急拡大

■ オフショア開発にとどまらず、
サービス提供能力を高めている

■ 我が国の情報サービス・ソフト
ウェア産業は、多くの地域・中小
ベンダの下支えにより形成。

■ 一方、地域・中小ベンダは、地
域の中小ユーザのニーズに応え切

れておらず、さらに、クラウド時
代を見据えて業態の転換も求めら
れている。

■ 情報サービス業の今後の方向性

(地域・中小ベンダ)
●下請け構造からの脱却と地元ユー
ザ密着型ITサービス展開のための
供給力強化

● SaaS型ビジネスへの参入のため
の基盤強化

ソフトウェアエンジニアリングの高
度化・推進、検証工程の自動化、第
三者検証の推進による信頼性の見え
る化、障害事例共有、人材・スキル
の見える化促進

中小ベンダ間の連携促進（共同受
注、技術・提案力強化等の人材育
成）、ユーザのための中小ベンダの
可視化とマッチング機会の拡大、中
小企業のIT投資促進

組込みソフトウェア分野関連

 
図１－７  

平成２２年３月１９日 産業構造審議会 情報経済分科会 

第１３回 情報サービス・ソフトウェア小委員会資料 
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ITは、生産性の

向上に貢献

●経済成長に占めるIT投資
と寄与度は、近年増加傾
向。特に、2000年以

降、ほぼTFPとIT投資の
２要素により経済成長を

牽引。

しかしながら、米国と比べ

ると、IT資本比率及びIT投
資と生産性上昇の相関係数
は低い

●ITを活用した生産性の向

上のためには、
①IT資本投資の拡大、
②IT投資効率を向上させ

るようなIT活用の促進
を図ることが必要。

ITによる生産性向上の加速化に向けて

IT投資の効率性の向上
（競争領域と非競争領域の峻別による選択と集中）

● 企業システム、最終製品用ソフトウェアのいずれでも開発コスト急増。

● 他方、我が国産業の特色は「垂直統合・囲い込み」。ITの導入に際しても、他社との差別化につながる部
分も、そうでない部分も、全てオーダーメードで開発し、外部展開しないため、IT投資の生産性が低い。

● ソフトウェアの競争領域と非競争領域を峻別し、IT投資の「選択と集中」を図ることが必要。

組織を越えた情報共有
（電子商取引や電子タグによる「ネットワーク化」）

中小企業・サービス産業の底上げ

● 技術的には、組織や企業を超えた情報共有は容

易化。しかし、
・標準化されている情報が限定。

・業務の標準化が不十分。
・業界を越えた情報共有が不十分。
・電子タグの利用も、現状では、企業内の利用が

中心。

● 我が国の99%以上を占める中小企業のIT化、我が

国のGDPの70%を占めるサービス産業におけるIT
活用は不十分。

● 大企業と比較して中小企業では、
・「売上高に占めるIT投資」の割合は概ね２倍を超

える水準。

・一社当たりのIT投資額が増えていない。
● IT資本ストックの比値米比較では、製造業に比して

サービス産業のIT化率の低さが目立つ。

● 標準化情報の拡大･･･製品安全、環境、化学物質管理など様々

な社会的課題へ対応
● 業界を越えた標準化･･･中小企業も含め業種を越えた情報流通

を円滑に行うためのルールの構築
● ①電気・電子、②繊維、③建材・住宅設備産業で先行的に開始。

今後、幅広く他の分野に拡大。

● 「中小企業IT経営ロードマップ」の普及

● 地域密着・出前型支援の展開
● インターネットを活用した経営・

財務管理の支援 など

● 企業が直面する課題へ

のきめ細かな施策を
草の根的に展開

● 業種・製品毎（業務や仕

様）の標準化とイノベー
ションの促進

・標準化の議論の場の設定や
関連する研究開発を促進

● ソフトウェアの製品化・共
同化・再利用のための環境

整備

● I政府での取組

・政府調達においても、製品
化・共同化・再利用の実践

を検討

「ＩＴ革新」を支

える技術と市場の
変化

ＩＴ活用を支える

基盤の整備

検索・解析技術のインフラ化

人材戦略の展開

・ユーザ企業内の情報システムにより提供されていた機
能が、ネットワーク経由のサービスとして提供可能に

・企業の研究開発に関し、従来の社内リソースに加え、
外部リソースと連携したオープンイノベーションが有
力手段として認識

サービス化展開 オープンイノベーション

・IT化による情報量の「大爆発」が起こり、必要な情
報を簡便に検索・解析することが重要に

・高度IT人材の具体像（キャリア・
スキル）の可視化・共有化

・実践的かつ先端的な人材育成手法
の確立、実践等

・情報セキュリティ対策のベストプ
ラクティス事例集

・簡易チェックツールの作成を通じ
た中小企業対策の底上げ等

安心・安全の確保

・電子商取引の発展、インターネッ
ト上の情報の増大、画像・動画の
共有等の進展等に対応したルール
の整備等

制度的課題への対応

・テレワークを始めとするITの効果
的な活用による「ワーク・ライ
フ・バランス」の実現等

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ

・IT分野での省エネルギー技術に関
する研究開発の強化

・トップランナー制度の対象製品の
拡大、更なる目標値の引き上げ等

環境調和型ITｼｽﾃﾑの構築

H19～21年度

産学連携ソフトウェア
工学実践事業

H19～21年度

情報大航海プロジェクト

（平成１９年４月１１日 産業構造審議会 第１８回 情報経済分科会資料）  
図１－８ 

平成１９年４月１１日 産業構造審議会 第１８回 情報経済分科会資料 
 

【現状】
情報サービス産業

○ＩＴによる企業等の生産性・信頼性向上の必要性の高
まり

○技術構造変化への対応の遅れ、取引の不透明性による

問題が顕在化

ソフトウェア産業

○外国系ベンダによる寡占化

○圧倒的輸入超過（輸出：輸入＝１：３０）

○組込みｿﾌﾄｳｪｱの重要性の高まり

【在るべき姿】
情報サービス産業

○「価値」に基づく取引により、能力のある企業・人材
が生み出され、評価され、発展する市場

○明確化された各種「機能」に基づく役割分担が行われ

る産業構造

ソフトウェア産業

○多数のプレイヤーがそれぞれの強みを活かして、局面

に応じた競争と協調により、持続的にイノベーション
が生み出される産業構造。

【構造改革の方向性】
○透明で価値創造型の産業構造・市場の創出

○国際競争に打ち勝つｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの促進
○優秀な人材を引きつけるﾒｶﾆｽﾞﾑの構築

【変革のきざし】
情報サービス産業
○先導的なＩＴ経営を行うユーザの出現

○Ｗｅｂをプラットフォームとした新たなビジネスモデルの出現

ソフトウェア産業
○ＯＳＳを始めとするオープンイノベーションの出現

○組込みｿﾌﾄｳｪｱの規模増大とプラットフォーム化への動き

【具体的取組】

【産業構造の可視化】

○情報サービス産業の基本的機能についての統一マップの作成及び個別プレイヤー間の

SLAに盛り込む事項の標準化の促進 等

【市場取引の可視化】

○「信頼性評価指標」、「スキル評価ガイドライン」、「生産性価値実現ガイドライン

」を整備し、第三者機関による企業認定制度を創設 等

【政府調達改革】

○上記３指標を活用した価値の可視化、取引関係・役割分担の可視化、ベンダ間の競争
環境の整備、調達力の向上等の総合的な対策

【その他】

○グローバル展開の支援、地域・中小ソリューション産業の活性化策の推進等

【競争政策の推進】

○ソフトウェア分野の特許権行使についての準則の整備、裁定実施権制度の在り方の検討、

独占禁止法による対応の強化 等

【オープンスタンダード・ＯＳＳの推進】

○ＯＳＳに係る統一的なサポート体制の整備、最適な組織体制の再構築 等

【戦略的技術開発と国際標準化への取組】

○公共性の高い応用分野の基盤開発・標準化、パラダイムシフトを起こしうる次世代型ＩＴ
アーキテクチャ開発、国際規格の動向注視、ソフトウェアエンジニアリングの推進 等

【組込みソフトウェア産業の強化】

○ｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞの推進、組込みｽｷﾙ標準の改良・普及展開、産業の実態把握、中小企業の

ものづくり基盤の高度化に関する法律の活用 等

産業構造・市場取引の可視化
（情報サービス産業の国際競争力強化策）

イノベーションの促進
（ソフトウェア産業の国際競争力強化策）

高レベル人材の育成 （情報サービス・ソフトウェア産業の構造改革を下支え）

【高度ＩＴ人材養成・供給メカニズムの構築】

○受託システム開発人材、組込みシステム開発人材、独創的ソフトウェア製品開発人材の類

型に沿って、それぞれの特性に応じた、産学官連携による人材養成のための環境を整備

【高度ＩＴ人材育成・評価メカニズムの構築】

○ＯＪＴ偏重を見直し、実務、研修及び評価の各プロセスを効果的に連携させた企業

内人材育成の好循環を形成

○「スキル標準ガイドライン」を策定し、第三者機関による企業認定制度を創設する
とともに、安心・安全の観点からの公的規制の導入を検討（資格化等）

○産学連携ソフトウェア工学実践事業

○ＩＴ投資効率向上のための共通基盤
開発

○情報大航海プ

ロジェクト

 
図１－９  

産業構造審議会 情報経済分科会 情報サービス・ソフトウェア小委員会 
中間とりまとめ（平成１８年９月１４日） 

 
１－２ 施策の政策的位置付けの妥当性 

（１）上位施策との関連 

大量データ利活用と組込みソフトウェアは以下のような政府計画等に位置付けら

れている。政府・経済産業省の成長戦略、政府の科学技術政策、IT戦略本部のIT戦

略、経済産業省のIT施策といった各レイヤーにおいて、その多くに大量データ利活
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用と組込みソフトウェアは言及されており、この２分野の重要性を裏付けている。 

 

 ①政府・経済産業省の成長戦略 

  ○新経済成長戦略（平成１８年６月 経済産業省） 

大量データ利活用に関連して、大量かつ多様な情報処理、データマイニング等

を支援する「知的情報アクセス」や情報活用力の強化に係る技術開発が重要とし

ている。 

   

  ○経済成長戦略大綱（平成１８年７月６日 財政・経済一体改革会議） 

大量データ利活用に関連して、大量かつ多様な情報から必要な情報を探し出す

技術を次世代を担うIT関連技術として展開を推進すべきとされている。 

組込みソフトウェアに関連して、我が国の強みを生かして強化を図るべき分野

として、組込みソフトが挙げている。 

 

  ○経済成長戦略大綱 改定版（平成１９年６月１９日 経済産業省） 

大量データ利活用に関連して、多種多様な大量の情報の中から必要な情報を検

索・解析する技術を、次世代を担うIT関連技術として展開を推進すべきとしてい

る。 

組込みソフトウェアに関連して、組込みソフトウェア産業の競争力強化の必要

性を指摘するとともに、自動車、情報家電、携帯電話等の製品の高度化が進む中

で、組込ソフトウェア基盤の重要性が増大している点にも触れ、ソフトウェア開

発に係る技術を開発すべきとしている。 

 

  ○新成長戦略（平成２２年６月１８日 閣議決定） 

７つの戦略分野の一つとして、科学・技術・情報通信分野を位置付けている。

その中で、大量データ利活用に関連して、産業の競争力を高めるクラウドコンピ

ューティング等の情報通信技術をイノベーション促進の基盤として利活用を促進

すべきとしている。 

また、別表の成長戦略実行計画（工程表）の中では、「データ利活用を促進す

るための制度見直し等のクラウドコンピューティングの競争力確保のための環境

整備」を２０１０年度から２０１３年度にかけて実施すべき事項としている（図

１－１０）。 
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図１－１０ 新成長戦略 成長戦略実行計画（工程表） 

 

 ②政府の科学技術政策 

  ○第３期科学技術基本計画（平成１８年３月２８日 閣議決定） 

重点分野４分野の一つとして、情報通信分野を位置付けている。 

その中で、大量データ利活用に関連して、大量で多用なデジタル情報を簡便、

的確かつ安心して収集・分析・利用することができる情報検索・情報解析技術へ

の投資が不可欠としている。 

同じく組込みソフトウェアに関連して、組込みソフトウェアの近年の動向とし

て、ソフトウェアの大規模化・複雑化が著しく、特に、自動車やロボットなどの

機械制御システムの分野では、システムの誤動作により人命が危険にさらされる

可能性があることから信頼性・安全性の確保が極めて重要であり、設計開発に高

いコストと長い期間がかかるという現状を指摘した上で、ソフトウェアの大規模

化・複雑化は、今後も進行する傾向にあり、高信頼・高安全な組込みソフトウェ

アの設計開発技術の必要性が高いとしている。 

 

  ○長期戦略指針「イノベーション２５」（平成１９年６月１日 閣議決定） 

大量データ利活用に関連して、戦略重点科学技術として「課題解決力や国際競

争力の高いサービス提供を可能とする次世代のオープンアーキテクチャ及びその

開発基盤の整備」と「情報の巨大集積化とその活用」を挙げている。その上で、

「Web及び非Web上にあるテキスト、画像、音声、映像等の情報を、収集、分析す

ることができる情報検索・解析技術の強化」という研究目標を掲げている。 

組込みソフトウェアに関連して、戦略重点科学技術として「高信頼・高安全・

セキュアな組込みソフトウェア設計開発技術」を挙げている。その上で、「現場

における設計開発手法を知識化・体系化するとともに、各種の理論・手法を実シ
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ステムへ適用するための技術を開発し、組込みソフトウェアの設計開発技術を確

立」という研究目標を掲げている。 

 

  ○革新的技術戦略（平成２０年５月１９日 総合科学技術会議） 

組込みソフトウェアに関連して信頼性と生産性を飛躍的に向上させる組込みソ

フトウェア技術を世界に先駆けて育成、開発、産業化し、将来の我が国産業の持

続的発展、国際競争力の強化及び新産業の創出を目指すとしている。また、革新

的技術として「組込みソフトウェア技術・高信頼・生産性ソフトウェア開発技術」

を掲げ、規模が急速に拡大する組込みソフトウェア開発分野において、信頼性と

生産性を飛躍的に向上させるため、複数のマイコンチップや多様なアプリケーシ

ョンに対応できる国際標準となる基盤ソフトアーキテクチャを開発するとととも

に、ソフトウェアエンジニアリング手法やモデルベース開発手法等により、組込

みソフトウェアの開発効率を従来の倍程度に上げて、世界トップクラスの信頼性

を達成するとしている。その結果、ソフトウェア分野だけでなく自動車産業等で

の国際競争力をさらに強化させるとしている。 

 

 ③IT戦略本部のIT戦略 

  ○IT新改革戦略（平成１８年３月２８日 閣議決定） 

大量データ利活用に関連して、ソフトウェアの信頼性・生産性の向上のため、

映像検索、情報解析等の次世代の知的情報アクセスに関する技術を強化するとし

ている。 

組込みソフトウェアに関連して、プロジェクトマネージャー、ITアーキテクト、

ITコーディネータ、組み込みソフトの専門家等の高度IT人材の育成を促進すると

している。 

 

  ○i-Japan戦略２０１５（平成２１年７月６日 IT戦略本部） 

大量データ利活用に関連して、情報システムを自ら「所有」しなくても、必要

な時に、必要な機能だけを、誰もが簡単にネットワーク経由でサービスとして「利

用」できる、いわゆるクラウドコンピューティングと言われるような新しい情報

・知識の利用環境を整備するという目標を設定している。同時に、その実現に向

けた方策として、情報を分析・解析したり、様々な情報を組み合わせたりするこ

とにより、新しい価値を生み出すことのできる基盤を整備するとともに、その基

盤を誰もが利用できる環境を整えること、クラウドコンピューティング等新しい

技術やシステム等を、国は必要に応じ率先的に導入し、これを広く普及すること

により、我が国における新しい情報・知識の利用環境の整備を推進すること等を

挙げている。 

組込みソフトウェアに関連して、情報家電、自動車等の分野におけるものづく

りとデジタル技術の融合、その他組込みソフトウェアの高機能化・高信頼化等を

図り、世界をリードするという目標を設定している。同時に、その実現に向けた

方策として、自動車をはじめとした各種製品の競争力の源泉を握るソフトウェア

の共同開発、標準化及び共通化を促進することを挙げている。 

 

  ○新たな情報通信技術戦略（平成２２年５月１１日 IT戦略本部） 

大量データ利活用に関連して、重点施策として、国民利便性向上及びユーザ産

業の高次化に資するクラウドコンピューティングサービスの競争力確保のため、

データ利活用による新産業創出、データセンターの国内立地の推進、関連技術の
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標準化等の環境整備を集中的に実施するとしている。また、具体的取組として、

次世代クラウドコンピューティング技術の開発、複数のクラウドコンピューティ

ングサービス間における相互接続・運用性の確保、クラウド利用のためのガイド

ライン等の利用環境の整備、データセンターの立地環境整備等について、関係府

省が連携して推進する。特に、高効率なデータセンターの国内立地促進のため、

特区制度の創設も視野にコンテナ型データセンターの設置に係る規制の緩和など

を２０１０年度中に検討するとしている。 

組込みソフトウェアに関連して、世界的な成長が期待され、我が国が強みを有

する技術分野として組込みシステムを挙げ、今後集中的に研究開発を行うととも

に、国際的なパートナーシップの下で国際標準（デジュール及びデファクト）の

獲得を推進するとしている。 

また、工程表の中でも集中的研究開発を実施すべき戦略分野として、クラウド

コンピューティングと組込みシステムを挙げ、前者については２０１２年度まで

に研究開発を実施して、２０１３年度以降に次世代クラウドサービスの実現を図

るとしており、後者については２０１２年度までに開発・評価を実施し、２０１

３年度以降に製品開発・市場展開を図るとしている（図１－１１）。 

 

HPCI（ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ）、テストベッドの整備・運用

2010年度 2011年度 2020年度
研究開発と知財・標準化戦略

との一体的実施

最先端の研究活動のための学術情報ネットワークの高度化・国際展開

2012年度 2013年度 2014年度

総務省 文部科学省

研究開発
成果の早期

市場化

高等教育機関強化等
による海外の有能な

教師・学生の獲得等

研究開発新世代・光ネットワーク 実証実験 製品開発・市場展開
総務省

研究開発次世代ワイヤレス

総務省

実証実験 製品開発・市場展開

開発 運用開始・市場展開

研究開発
ロボット

研究開発音声翻訳

総務省
音声翻訳サービスの実現

研究開発三次元映像 製品開発・市場展開
総務省

高度化ソフトウェアエンジニアリング

製品開発・市場展開開発・評価組込みシステム

経済産業省

研究開発革新的デバイス 製品開発・市場展開

研究開発
スマートグリッド

総務省 経済産業省

製品開発・市場展開

次世代クラウドサービスの実現研究開発クラウドコンピューティング

総務省 経済産業省

総務省

実証実験

経済産業省文部科学省

経済産業省

性能評価次世代コンピュータ

文部科学省

製品開発・市場展開

市場展開
経済産業省文部科学省

文部科学省

戦
略
分
野
の
集
中
的
研
究
開
発

実証実験

革新的コンピューティング環境

高等教育機関の強化

 
図１－１１ 新たな情報通信技術戦略 工程表 

 

 ④その他（商務情報政策局の予算事業に関する事後評価書） 

図１－１２は、平成２２年度政策評価に挙げられているIT関連政策（施策名「IT

の利活用の推進」「情報セキュリティ対策の推進」「情報産業強化」「省エネルギ

ーの推進」）の全体像である。この中で、「クラウドコンピューティングによる産

業高次化」と「組込みシステムの信頼性向上」の必要性が指摘されている。また、

ロジックツリー（図１－１３）においては、上位アウトカム目標である「ITによる

産業の高次化と社会システムの革新」に対応する中位アウトカム目標である「クラ

ウドコンピューティングによる産業高次化」と「組込みシステムの信頼性向上」が

明確に位置付けられている。 
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図１－１２ 経済産業省 事後評価書 IT関連施策体系 

 

施策名
大目標

（施策目
的）

アウトカム目
標（上位）

＜施策の大
きな柱＞

アウトカム目標（中位） アウトカム目標（下位）

16 情報産
業強化

情報経済

社会 の発
展を支える

質 の 高 い
製品・サー
ビスが提供

され、次世
代の 情報

経済社会
を支える基
盤の構築・

発展が図ら
れる上で不

可欠な、我
が国 情報
産業 の競

争力 の強
化を図る。

ＩＴによる産業
の高次化と
社会システム
の革新

クラウドコンピューティングによる産業の高次化
ビジネスに対応した各種サービスを支える次世代ＩＴ
基盤を構築するための信頼性向上等に関する技術
開発を支援する。

組込みシステムの信頼性向上

製造業を支えつつも国際標準化競争が激しい組込
システム開発の信頼性・生産性の向上と、これを支
える中小企業の開発力を強化するため、実践的手
法を適用した組込システムの開発・実証を行う。

エレクトロ
ニクス産業
の競争力強
化と低炭素
社会の実現

社会的課題を解決する革新的技術の開発

半導体の更なる高機能、低消費電力化を実現する
ための革新的な微細加工技術の確立や、現行の方
式に比べ劇的な電力削減を可能としうる「ノーマリー
オフコンピューティング」の基盤となる技術の確立等、
革新的な技術開発を推進する。

 
図１－１３ 経済産業省 事後評価書 ロジックツリー 

 

 

（２）国際的政策動向 

  大量データ利活用と組込みソフトウェアに関しては、海外各国においてもその重要

性が認識されており、公的支援の下で様々な事業が実施されている。 

  まず、大量データ利活用について、特に情報大航海プロジェクトと密接に関係する

事業としては、Theseus事業とQuaero事業がある。前者は、２００７年～２０１１年

に１億８０００万ユーロをかけて、約５０の企業や研究機関が参加して、セマンティ

ック（意味論的）Web技術を開発している。具体的には、インターネット上のコンテ

ンツの単語や画像、音声等の意味を認識・分類できる意味論的な検索技術の開発等に

取り組んでいる。後者は、２００８年～２０１２年に１億９９００万ユーロをかけて、
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企業や大学を中心とする２６機関が参加して、テキスト検索に加え、音声やビデオ検

索が利用されることを念頭に置き、マルチメディア型の新しい検索技術の開発に取り

組んでいる。また、次世代高信頼・省エネ型IT基盤技術開発・実証事業と密接に関係

する事業としては、RESERVOIR事業がある。これは、欧州FP7（第７次欧州研究開発フ

レームワーク計画）の下で、IBMが核となり、SAP、サンマイクロ、ロンドン大学等と

の共同研究として行われている。２００８年～２０１０年に１７００万ユーロをかけ

て、異なるITシステムやサービスのバリアを無くし、真にユーザフレンドリーな環境

を提供することを目的として、クラウドコンピューティングを用いて異なるITプラッ

トフォームやITサービスを境目無く提供する運用・管理技術を研究した。 

  次に、組込みソフトウェアについて、特に産学連携ソフトウェア工学実践事業と密

接に関係する事業としては、EAST-EEA事業がある。これは、EUREKAから約４０００万

ユーロの助成金が支給され、２００１年～２００４年に実施されたもので、BMW、ダ

イムラークライスラー、フォルクスワーゲン等、ドイツ、フランス、スウェーデンの

各企業が参加した。事業内容としては、車載共通基盤ソフトウェアの開発を行った

AUTOSAR事業の前身に位置づけられるもので、車載共通基盤ソフトウェアの企画策定

を行った。 

 

 

１－３ 国の施策として妥当であるか、国の関与が必要とされる施策か。 

（１）国が取り組む必要性 

  情報サービス・ソフトウェア産業政策に国が取り組む必要性としては、それが我が

国産業全体の競争力強化に寄与する大きな波及効果と有している点、我が国経済社会

の安全・安心を支えるという強い公益性を持っている点の二つが主に挙げられる。 

  前者については、そもそも我が国情報サービス・ソフトウェア産業は、売上げ規模

は１７兆円、雇用者数８６万人を擁する重要産業である（図１－１、平成２０年特定

サービス産業実態調査）。そして、企業の生産、物流、顧客管理のためのエンタプラ

イズ系のソフトウェアや、携帯電話、情報家電等の製品の中にある組込み系のソフト

ウェアのように、ITがあらゆる産業にとって不可欠な業務インフラとして機能してお

り、ITの利活用によって生産性向上、コスト削減、新サービスの創出等を実現すると

いう点に鑑みても、情報サービス・ソフトウェア産業は他産業の発展に大きく裨益し

ている。そのため、我が国産業全体の競争力強化という観点で、情報サービス・ソフ

トウェア産業政策の費用対効果は極めて大きい。 

  後者については、上記のようにITが経済社会インフラとして機能する中、ソフトウ

ェア・システムの信頼性・安全性は社会基盤の安定性を左右する存在となっている。

一方で、最近では、航空会社のシステム、証券取引システム等のトラブルが頻発して

おり、ソフトウェア・システムの品質の確保が喫緊の課題となっている。その品質の

向上に資する技術開発は、経済社会の安全・安心の確保という極めて公益性の高い取

組みと言える。 

 

  こうした認識に立った上で、経済産業省の情報サービス・ソフトウェアに係る技術

に関する施策では、さらに国が取り組むべき分野に特化して取り組んでいる。具体的

には、①産業全体に裨益する共通基盤ソフトウェアの開発、②直ちに事業化すること

が困難な基盤技術の開発、③制度構築を視野に入れた実証事業、の３つに主に取り組

んでいる。 

  ①については、各社が個別に開発しているソフトウェアについて、共通部分を括り

出してプラットフォーム化するものであり、業界全体のコスト削減に寄与する、国際



18 
 

標準化を視野に入れた開発となる等の理由で国の関与が妥当である。 

  ②については、民間のみの投資はリスクが高い、開発成果物をオープン化して業界

全体に裨益させる必要がある等の理由で国の関与が妥当である。 

  ③については、現行法の解釈がはっきりとしていない分野において国の実証事業を

行うことで、リスクを検証し、法の運用についてガイドライン化等をするものであり、

実証自体にリスクをはらんでいる、成果物が制度である等の理由で国の関与が妥当で

ある。 

 

（２）省庁間連携 

  大量データ利活用と組込みソフトウェアのうち、後者については他省庁で取り組ん

でいる事例が少ないために省庁間連携は生じていないが、前者については総務省等の

関係省庁との連携を進めている。具体的には、以下の事例が挙げられる。 

 

 ①科学技術連携施策群 

科学技術連携施策群とは、平成１６年より総合科学技術会議において各府省間の

連携を促す目的で開始されたもので、テーマごとのコーディネータを中心に各府省

において実施される関連施策の強化、重複排除等の調整活動を行い、関連施策の成

果の最大化を図る枠組みである。 

情報大航海プロジェクトは、「情報の巨大集積化と利活用基盤技術開発」連携群

の一プロジェクトとして、文部科学省の「革新的実行原理に基づく超高性能データ

ベース基盤ソフトウェアの開発」及び総務省の「電気通信サービスにおける情報信

憑性検証技術等に関する研究開発」と連携を図り、全体として、独自の情報サービ

スを提供するためにあらゆる情報（コンテンツ）を簡便、的確かつ安心して収集、

解析、管理する次世代の知的な情報利活用のための基盤技術の開発に資するように

実施されたところである。 

 

 ②ジャパン・クラウド・コンソーシアム 

ジャパン・クラウド・コンソーシアムとは、多様な企業、団体、業種の枠を超え、

わが国におけるクラウドサービスの普及・発展を産学官が連携して推進するため、

平成２２年１２月に設立された民間団体である。本コンソーシアムは、クラウドサ

ービス関連企業・団体等におけるクラウドサービスの普及・発展に向けた様々な取

組みについて横断的な情報の共有、新たな課題の抽出、解決に向けた提言活動等を

行うこととなっている。 

経済産業省及び総務省は本コンソーシアムのオブザーバとして活動を支援すると

ともに、総務省の「スマート・クラウド研究会」座長を務められた大阪大学の宮原

教授と、経済産業省の「クラウド・コンピューティングと日本の競争力に関する研

究会」委員長を務められた慶應義塾大学の村井教授が、それぞれ会長、副会長とし

て参加している。また、本コンソーシアム総会において取りまとめられた政策提言

については、経済産業省・総務省が連携して各種施策に反映させることとなってい

る。 
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２．施策の構造及び目的実現見通しの妥当性 

 

２－１ 現時点において得られた成果は妥当か。 

（１）～（３）は昨年度までに終了した事業であるが、いずれも各産業の競争力強

化に寄与しており、全体として「IT利活用による競争力強化」という施策目的を実現

している。（４）（５）については、今年度から開始し、現在も執行中のものである

（そのため、事業評価の対象からは外す）。 

 

（１）情報大航海プロジェクト 

 【アウトプット】 

  ・大量の情報の中から必要な情報を的確に検索・解析するための次世代技術を開発

（例えば、パーソナル情報保護・解析基盤等）。この結果、５９の共通技術を開

発し、企業等での活用例は１２０以上にのぼる。 

  ・利用者の好みや置かれた状況に応じて、最適な情報やサービスを提供できる未来

型ビジネスを実証（例えば、GPS情報に基づく行動予測レコメンドサービス等）。

のべ２０の実証事業を行い、複数の事業が実ビジネス化され、国際展開や多分野

展開も見込まれるものも生まれた。 

  ・検討、他省庁への働きかけの結果、著作権法が改正され検索サービスが可能とな

る等、必要な制度的課題への対応が進展した。また、パーソナル情報の利活用に

ついては、制度面のOECDへの働きかけや匿名化技術のISO標準化等国際展開にも

取り組んだ。 

 【アウトカム】 

  ・その結果、次世代検索・解析技術の普及や実サービス化が進み、我が国情報サー

ビス・ソフトウェア産業やその他サービス産業の付加価値向上・市場規模拡大に

寄与する。 

   

（２）産学連携ソフトウェア工学実践事業（高信頼組込みソフトウェア開発） 

 【アウトプット】 

  ・非競争領域である高信頼な共通基盤ソフトウェア（OS、ミドルウェア）を業界横

断的に共同開発するとともに、開発ソフトウェアの国際標準化を図った。 

  ・高効率なツールチェーンの開発等を通じて、車載組込みソフトウェアの開発環境

の整備を図った。 

  ・大手自動車メーカやサプライヤと中小組込みソフトメーカをマッチングさせるこ

とにより、中小組込みソフトメーカの育成を図った。 

 【アウトカム】 

  ・共通基盤ソフトウェアの整備により、我が国組込みソフトウェアベンダが高付加

価値なアプリケーション領域の開発に集中できるようになるとともに、基盤ソフ

トウェアの国際標準化、ツールの活用等を通じた組込みソフトウェアの開発生産

性・信頼性の向上によって、我が国自動車産業及び組込みソフトウェア産業等の

競争力強化を図る。 

 

（３）ＩＴ投資効率性向上のための共通基盤開発プロジェクト 

 【アウトプット】 

  ・共通部分の開発効率向上のため情報家電分野におけるソフトウェアの開発効率や

流通を促進するためのメディア・インタフェース用ＡＰＩを策定、共通ソフトウ

ェア・プラットフォームとしての移植性と妥当性を実証した。 
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 【アウトカム】 

・LSIベンダ、ミドルベンダ、SIerなど、装置開発市場形成に必要な補完協力関係

形成が標準APIを利用して進むため、新たな情報家電分野への水平分業型サプラ

イヤ体制を形成し、普及型装置の開発に貢献、ひいては、市場の形成・普及を加

速させる。 

・情報家電と同様の技術が使える周辺市場へ、 LSI、ミドルウェアの流通性を向上

させ、商機展開を図る。  

・生産プロセス内での再利用性向上による開発コストが削減できる。 

 共通仕様によるSW流通化促進により、生産全体のコストが削減できる。 

・将来機能追加への対応力で、ロングライフでの活用によるコスト低減させる。 

 

（４）次世代高信頼・省エネ型ＩＴ基盤技術開発・実証事業 

  ・現在、クラウドコンピューティングの基盤的技術（匿名化技術、秘匿分散技術等）

の開発９事業と、クラウドコンピューティングを活用したサービスの実証３事業

（医療、コンテンツ等）に着手しているところ。 

 

（５）中小企業システム基盤開発環境整備事業 

  ・平成２３年度に自動車分野の機能安全規格がISO化されることを想定し、車載組

込みソフトウェア開発の機能安全対応を図る目的で、対応ガイドラインや機能安

全対応の共通基盤ソフトウェアの開発等に着手しているところ。 

  ・今年度中に、ガイドラインのドラフト版の策定や、機能安全対応共通基盤ソフト

ウェアの要件定義書の作成等を終える予定である。 

 
トップダウン ボトムアップ

必要とされる施策
（Market）

市場ニーズ
（背景）

実現上の課題
（Function）

事業目標

技術（国の事業）
（Technology ）

情
報
処
理
分
野

事業（PRJ） 概要目標

新サービスの
創出・普及

研
究
開
発
を
通
じ
た
情
報
サ
ー
ビ
ス
・ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
産
業
の
競
争
力
強
化

施策

事業環境の整備

利
活
用
推
進

先進的サービス事例の創出

技術基盤の強
化

情報システム・ソフ
トウェ アの安全性・

信頼性の向上

安
全
性
・

信
頼
性
の
向
上

情報システム・ソフ
トウェ アの生産性

の向上

生
産
性
の
向
上

標準化等技術・制度の
国際展開

制度環境の整備

障害対策

情報の秘匿分散

リアルタイ ム処理

OS,ミドルウェア等
共通基盤の整備

情報の匿名管理

ソフトウェアの安
全性・信頼性に
関するニーズの

高まり

ソフトウェアの大
規模化・複雑化

情報サービス・ソ
フトウェア産業の
重要性の高まり

ＩＴ投資効率向上のた
めの共通基盤開発プ

ロジェ クト

H20-H21

インターネットに限らず存在する多種
多様な大量の情報の中から、必要な
情報を簡便かつ的確に検索・解析す
るための次世代情報検索・解析技術
を開発。それら技術を公開するため
の社会基盤を構築。また、先導 的な
分野において、開発された技術を用

いたモデルサービスを実証

情報大航海プロジェ
クト

H19-H21

IT投資の効率性を高めるため、情 報
家電、携帯電話、カーナビ等に搭載
する共通的な制御ソフトウェアの技

術開発を行うとともに、生産管理等に
関する共通基盤的な情報システム開

発に向けた取組を進める。

産学連携ソフトウェア
工学実践事業

H16-H21

システムの信頼性及び開発効率を向
上させる実践的なシステムエンジニ
アリング手法を開発するとともに、そ
の手法を適用して、複数の事業者に
よる高信頼な車載制御システム組込
みソフトウェアの開発環境を確立する

。

次世代検索・解析技術のオープン化

新たな市場創出に向けたサービス実証

開発した技術の国際標準化提案の検討

制度改正の手法検討

情報家電分野における組
込みソフトウェ アの共通基

盤開発

次世代高信頼・省エ
ネ型ＩＴ基盤技術開発

・実証事業

H22-H24

ITのために資本・人材を確保すること
が困難な中小企業にとっても利便性
の高い、高信頼・高い互換性かつ省
エネ型のビジネス向け次世代IT基盤
を構築するための技術開発・実証を

行う。

クラ ウドコンピューティング
の基盤的技術開発

クラ ウドコンピューティング
の利活用に向けた必要な

制度の整備

クラ ウドコンピューティングを利
活用したサービスの実証

中小企業システム基
盤開発環境整備事

H22-H24

システムの信頼性を向上させるととも
に、我が国製造業及びソフトウェア産
業の国際競争力を強化するため、中
小企業でも信頼性・生産性の高いシ
ステム開発を行えるような開発手法
を標準化するとともに、中小ソフトウ
ェア企業等による高信頼な組込みシ
ステムの技術開発・実証等を行う。

自動車分野における機能
安全規格対応の検討

情報の暗号化

分散処理

省エネ制御

転送の高速化

開発環境の整備

ソフトウェア工学活用

情報システム・ソフ
トウェ アの処理能

力向上

高
速
化

情報システム・ソフ
トウェ アの処理効
率・省エネ性能向

上

効
率
化
・省
エ
ネ
化

中小組込みソフトウェ ア
メーカ の育成

高信頼・高効率な共通基
盤ソフトウェ アの構築

ソフトウェ ア工学に基づく
高効率な開発環境の整備

複製の高速化

開発力の向上

次世代技術の開
発

高
機
能
化

次世代技術の新規開発

 
図２－１ 

情報サービス・ソフトウェアに係る技術に関する施策 ロジックツリー 
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情報大航海プロジェクト

インプット アクション カスタマー 直接アウトカム 中期のアウトカム・インパクト

国

民間団体等

委託

情報大航海プロジェクト

グ
ロ
ー
バ
ル
プ
レ
イ
ヤ
た
り
得
る

新
産
業
の
創
出

次世代知的情報アクセ
ス技術の普及

プロジェクトの
アウトプット

民間事業者

• 事業期間 H19~H21
• 事業総額 １１３億円

IT

利
活
用
に
よ
る
競
争
力
強
化

：イ ンプット（投入資源）

：アクショ ン（実施
）：アウトプット（成果
）：直接カ スタマ

ー：アウトカ ム

：イ ンパクト
：必要な要員・阻害要因

次世代知的情報アクセ
ス技術のオープン化

オープン利用可能な次世
代知的情報アクセス技術

に

情
報
通
信
機
器
・デ
バ
イ
ス
産
業
や

情
報
サ
ー
ビ
ス
・ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
産
業
の

市
場
規
模
の
拡
大
・付
加
価
値
増
加
や

産
業
全
体
の
生
産
性
向
上

新たな市場創出に向け
たサービス実証

開発した技術の国際標
準化提案の検討

制度改正の手法検討

情報利活用による新サー
ビスの実証

個人情報保護・著作権等
の制度環境のあり方の取

りまとめ

実証サービスの実サー
ビス化

情報利活用を促進する
ような制度環境の変化

次世代知的情報アクセス
技術の共通化の推進

事業環境の整備

国際標準化された我が
国発の次世代知的情報
アクセス技術の利活用

 
図２－ ２ 情報大航海プロジェクト ロジックモデル 

次世代高信頼・省エネ型
ＩＴ基盤技術開発・実証事

業

次世代高信頼・省エネ型ＩＴ基盤技術開発・実証事業
インプット アクション カスタマー 直接アウトカム 中期のアウトカム・インパクト

国

民間団
体等

委託

プロジェクトの
アウトプット

• 事業期間
H22~H24

• H22年度予算

8.6億円

クラウドコンピューティン
グの基盤的技術開発

障害を防止する技術
の確立・有効性の確

認

クラウドコンピューティン
グを利活用したサービ

スの実証

クラウドコンピューティン
グの利活用に向けた必

要な制度の整備

民間事業者

クラウドコンピューティン
グの基盤的技術の確立

IT

利
活
用
に
よ
る
競
争
力
強
化

セキュリティを強化す
る技術の確立・有効

性の確認

グ
リ
ー
ン
Ｉ
Ｔ

クラウドコンピューティン
グ利用の成功事例の創

出・認知

高
信
頼
か
つ
省
エ
ネ
の
ク
ラ
ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー

テ
ィ
ン
グ
の
利
用
の
促
進

データ処理の高速化
を実現する技術の確

立・有効性の確認

利用者が求めるサー
ビスレベルに対し柔
軟且つ迅速に対応す
る技術の確立・有効

性の確認

サービスにおけるクラ
ウドコンピューティング

の有効性の確認

サービスにおけるクラ
ウドコンピューティング

の有効性の確認

制度整備もしくは制度整
備に向けた提案

：イ ンプット（投入資源）

：アクショ ン（実施）

：アウトプット（成果）

：直接カ スタマー

：アウトカ ム

：イ ンパクト
：必要な要員・阻害要因

 
図２－３ 次世代高信頼・省エネ型 IT基盤技術開発・実証事業 ロジックモデル 
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産学連携ソフトウェア工学実践事業
インプット アクション カスタマー 直接アウトカム 中期のアウトカム・インパクト

国

民間団
体等

委託

プロジェクトの
アウトプット

民間事業者

• 事業期間
H19~H21

• 事業総額

32.0億円

IT

利
活
用
に
よ
る
競
争
力
強
化

：イ ンプット（投入資源）

：アクショ ン（実施）

：アウトプット（成果）

：直接カ スタマー

：アウトカ ム

：イ ンパクト
：必要な要員・阻害要因

我
が
国
自
動
車
産
業
及
び
組
込
み
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
産
業
等
の
国
際
競
争
力
強
化

ソフトウェア工学を活用
した、車載組込みソフト

の開発基盤の整備

中小組込みソフトメー
カと大企業セットメー

カのマッチング

車載ＢＳＷの構築

車載組込みソフトの開
発環境の整備

ソフトウェア工学に基づ
く高効率な開発環境の

整備

高信頼・高効率なＢＳＷ
の構築

中小組込みソフトメーカ
の育成

車
載
組
込
み
ソ
フ
ト
メ
ー
カ
に

よ
る
競
争
領
域
へ
の
集
中
投
資

組
込
み
ソ
フ
ト
開
発
の

生
産
性
・信
頼
性
の
向
上

自
動
車
用
組
込
み
ソ
フ
ト
の

共
通
基
盤
の
国
際
標
準
化

 
図２－４ 産学連携ソフトウェア工学実践事業 ロジックモデル 

中小企業システム基盤開
発環境整備事業

中小企業システム基盤開発環境整備事業
インプット アクション カスタマー 直接アウトカム 中期のアウトカム・インパクト

国

民間団体
等

委託

プロジェクトの
アウトプット

• 事業期間
H22~H24

• H22年度予算

7.3億円

：イ ンプット（投入資源）

：アクショ ン（実施）

：アウトプット（成果）

：直接カ スタマー

：アウトカ ム

：イ ンパクト
：必要な要員・阻害要因

自動車分野における機
能安全規格対応の検討

自動車分野の機能安全
対応の円滑化・標準化

民間事業者

IT

利
活
用
に
よ
る
競
争
力
強
化

自動車分野の機能安
全規格の対応ガイドラ

インの策定

車載BSWの機能安全
対応

機能安全対応BSWの構
築

我
が
国
自
動
車
産
業
及
び
組
込
み
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
産
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図２－５ 中小企業システム基盤開発環境整備事業 ロジックモデル 
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インプット アクション
プロジェクトの
アウトプット カスタマー 直接アウトカム 中期のアウトカム・インパクト

民間事業者

経済産業
省

委託

ASET(技
術研究組
合 超先
端電子技
術開発機
構)

・事業期間H20-H21
・予算総額

850百万円

①メディア・インタ

フェース用API仕様
の策定と実証開発

次世代情報家電
ソフトウエア・

プラットフォーム
プロジェクト

②メディア・インタ

フェース用拡張API
仕様の策定と実証開

発

③ハードウェア仮想

化インタフェース
（HAL）仕様の策定

と実証開発

④HAL仕様範囲拡大

および実証開発

⑤移植性検証

・OMI関数仕様書(V1.01)

・OMIチェーン仕様書
ISDB-T再生編(V1.01)

・OMIユーザーズガイド

・HAL概要説明書
・HAL基本仕様書
・HAL機能仕様書
・HAL用語・略語集

HAL概要説明書（V2.00)
機能仕様書（V2.00)

メディア・インター
フェース用APIによる
ソフトウェア移植性・
再利用性の向上

SW開発の

投資効率向
上

Ｉ
Ｔ
利
活
用
に
よ
る

競
争
力
強
化

・OMI基本仕様書(V2.50)

・OMIチェーン仕様書
(V1.50)

- ネットワーク
メディア再生編

- 分離AV入力再生編
- ISDB-T録画編
- 録画済TS再生編
- DTV再生編

技
術
革
新
へ

の
投
資
推
進

業
界
全
体
の
活
性
化

： インプット(投入資源)

： アクション(実施h)

： アウトプット(成果)

： 直接カスタマー

： アウトカム

： インパクト
⑥標準化支援活動

機器メーカー、ミドル
ウェアメーカー、半導
体メーカーにより設立
された協議会との連携

 
図２－６ IT投資効率向上のための共通基盤開発プロジェクト ロジックモデル 

 

 

 
２－２ 技術に関する施策の目的を実現するために技術に関する事業が適切に配置さ

れているか。 

 

１－１で示したように、情報サービス・ソフトウェアに係る技術に関する施策は（１）

大量データ利活用関連と（２）組込みソフトウェア関連の２つに分かれる。 

 

（１）大量データ利活用関連 

  ・情報大航海プロジェクト   平成１９年～平成２１年度 １１３億円 

  ・次世代高信頼・省エネ型IT基盤技術開発・実証事業  

平成２２年度～ ８．６億円（平成２２年度予算額） 

 

  最初に着手された情報大航海プロジェクトは、「情報大爆発」時代に対応するため

に、Web 上のデジタル情報に留まらず実世界の情報も含めて、多種多様な大量の情報

の中から必要な情報を的確に検索・解析する次世代検索・解析技術を開発・実証し、

当該技術を汎用化してオープンに利用できる共通基盤を構築することを目指したも

のである。具体的には、①次世代検索・解析技術の開発、②技術の有効性・実効性に

関する実証、③デジタル融合加速に向けた制度・環境の整備の三つの取組みから成っ

ている。 

  続いて着手された次世代高信頼・省エネ型IT基盤技術開発・実証事業は、ネットワ

ークを通じ、求める情報処理に必要な資源だけ利用する形態をとることで、大容量の

データを高速に処理することを可能にするIT基盤として近年脚光を浴びているクラ

ウドコンピューティングに関する開発・実証である。本事業も、クラウドコンピュー

ティングの信頼性、省エネ性等を向上させる基盤的技術の開発、大量データを利活用

した新サービス・新産業の創出を目指した実証、大量データを利活用するためのプラ
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イバシー等の制度整備の三本柱であり、これらはいずれも情報大航海での三つの取組

みの成果を継承する形で進められている（図２－７ 情報大航海プロジェクト）。 

  同じ大量データ利活用というテーマの中の二事業であるが、クラウドコンピューテ

ィングという新技術の登場に対して柔軟に対応しつつ、サービス実証や制度検討とい

った実際の活動は適切に連携を図って、事業を実施している。 

 

平成１９～２１年度

情報大航海プロジェクト

平成２２年度～

次世代高信頼・省エネ型IT基盤技術開発・実証
（一部予定を含む）

制
度
整
備

基
盤
整
備

ｲ
ﾉ
ﾍ
ﾞ
ｰ
ｼｮﾝ

次世代検索・解析技術を用いてWeb及び
非Webの大量の情報を利活用した新サー
ビスを実証
・GPS情報によるパーソナルサービス
・リッチコンテンツ 他

次世代検索・解析技術の共通化・汎用化
による普及
・匿名化技術
・レコメンデーション技術
・画像特徴量抽出技術 他

実証事業から洗い出された制度的課題へ
の対応
・検索サービスや研究目的の解析が可能となる

著作権法改正
・パーソナル情報利活用のための課題整理・ガ

イドラインの検討

大量データを利活用した新サービス・新
産業
・地理空間、コンテンツ、ヘルスケア等
・異業種情報の連携（GPS＋購買情報＋等）

高信頼性、低環境負荷を売りにイノベー
ションを支えるプラットフォーム
・高信頼化・低環境負荷技術
・匿名化技術の高度化

「データ」を外部へ／利活用可能
・プライバシに配慮したデータ利活用・流通の

円滑化のための制度整備
・クラウド事業者の責任制限
・データの外部保存促進

一部を継続

成果を継承

 
図２－７ 情報大航海プロジェクトと 

次世代高信頼・省エネ型 IT基盤技術開発・実証事業の関係性 
 

 

（２）組込みソフトウェア関連 

  ・産学連携ソフトウェア工学実践事業（高信頼組込みソフトウェア開発）  

平成１９年度～平成２１年度 ３１．９億円 

  ・IT投資効率性向上のための共通基盤開発プロジェクト  

平成２０年度～平成２１年度 ８．５億円 

  ・中小企業システム基盤開発環境整備事業  

平成２２年度～ ７．３億円（平成２２年度予算額） 

 

  組込みソフトウェアの大規模化・複雑化が進む中、組込みソフトウェア開発の生産

性向上を目指して、共通基盤ソフトウェアの開発に取り組んだのが産学連携ソフトウ

ェア工学実践事業とIT投資効率性向上のための共通基盤開発プロジェクトである。こ

の２事業は、我が国の基幹産業であるとともに、より高度な制御が求められる自動車

分野、情報家電分野についてそれぞれ着目し、ほぼ同時期に実施された（図２－８ ニ

ーズに対応した経済産業省の組込みソフトウェア関連事業、図２－９）。 

  そうした中、近年の組込みソフトウェアの品質に関するニーズの高まりや（社会的

要因）、自動車分野で平成２３年に自動車分野の機能安全のISO化が予定される中（国

際的要因）、特に車載組込みソフトウェアについて機能安全対応を図るための事業が

中小企業システム基盤開発環境整備事業である。本事業は、機能安全対応のためのガ

イドラインを策定するとともに、機能安全対応の共通基盤ソフトウェアを開発する予

定であるが、その共通基盤ソフトウェアは産学連携ソフトウェア工学実践事業をベー
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スとすることとなっており、そうした点からも、各事業間の連携は適切になされてい

ると言える（図２－１０）。 

 

【社会的要因】
・製品開発サイクルの短縮化、開発コスト
の低減、更なる多機能・高機能への対応

・品質（安全・安心）への強い関心

<産業構造の転換>
・垂直統合から水平統合へ

構造転換
・海外市場への展開

<技術基盤強化> 品質
・共通基盤技術の開発
・安全安心の規格化

（国際標準）

○組込み産業の現状認識

・製品付加価値の源泉
・高い技術力保有
（高信頼ソフトウェア開発・生産）

【国際的な要因】
・国際規格（機能安全）の検討が進行。

我が国製造業等、組
込みシステム産業の

国際競争力強化

産学連携ソフトウェア
工学実践事業

ＩＴ投資効率性向上のための
共通基盤開発プロジェクト

中小
システム
基盤環境
整備事業

 
図２－８ ニーズに対応した経済産業省の組込みソフトウェア関連事業 

 

従業員数
（全製造業）852万人

エレクトロニクス
12% 106万人

自動車 11%
90万人

（出所）経済産業省「工業統計調査（2009年2月）」

製造品出荷額等
（全製造業）337

兆円

エレクトロニクス
13% 45兆円

自動車 17%
57兆円

 
図２－９ 基幹産業である自動車産業と情報家電産業 

 

 

共通基盤ソフトウェアの構築

ツールの開発 機能安全対応ガイドラ
インの策定

産学連携ソフトウェア工学実践事業

自動車分野

情報家電分野

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度～

共通基盤ソフトウェア
の機能安全対応

中小システム基盤
環境整備事業

共通基盤ソフトウェアの構築

ＩＴ投資効率性向上のための
共通基盤開発プロジェクト

検証技術の
高度化（予定）

自動車分野の機能安全

規格のＩＳＯ化

車載組込みソフトウェ

アの大規模化・複雑化

車載組込みソフトの安全性

に対する関心の高まり

 
図２－１０ 組込みソフトウェア関連事業の流れ 
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