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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の概要 
 

１－Ｃ． 事業の目的・政策的位置付け 

 

１－１－Ｃ 事業目的 

産業に於けるITの役割が拡大することに伴い、半導体、装置、情報システムを

含めたあらゆる事業領域において、ソフトウェアの開発規模が急増し、アーキテ

クトやシステムエンジニアなど高度人材の不足といった課題が、産業全体として

の経営問題に発展している。このような状況において、我が国における情報家電

産業の競争力強化に向けては、日本の強みを活かしつつ、モジュール化・サービ

ス化を睨んだ情報化プラットフォームの推進が必要となってきている。 

このような情報化プラットフォームの推進に、以下の視点を前提とした検討が

重要なポイントとなる。まず、ブラックボックス化すべき差異化領域と、オープ

ンにすべき非競争領域を明確化し、標準化する領域を見極めること。第二点とし

て、情報化プラットフォームのベースとなる技術（チップ、OS、ミドル、アプリ

など）を利用技術の観点で明確化すること。第三点として、開発、販売といった

フェーズにおいて、関連する企業を巻き込んだ仲間作りの仕組みを構築すること

である。これら三つの項目を、関連する企業の経営者や現場の開発者を含め連携

しながら取り組んでいく必要がある。 

以上の課題解決に向けた組込み領域におけるプラットフォーム化の動向とし

て、組込み領域における高機能化・ネットワーク化が進展する中、自動車および

携帯電話の領域では、ユーザーやベンダーの参画による「デバイス＋ソフト」の

プラットフォーム化の動きが既に進展している。一方、日本の強みである情報家

電領域では、このような動きは未だ鈍く、次なるステップへの飛躍に向けて、情

報化プラットフォームの検討および推進が急務と考えられる。 

情報家電領域の状況としては、デジタル放送の進展と、それに伴うIP化が進ん

でいる。デジタル放送浸透とともに、IPネットワーク化（IP放送、ホームネット

ワーク）により、IPコンテンツと、放送・マルチメディアコンテンツとの融合も

今後加速すると考えられている。さらに、IP化により、情報家電がWeb2.0に対応

して進化し、情報家電とIPコンテンツ(Web2.0)の融合による新たなビジネスチャ

ンスの到来が期待されている。各国でのアナログTVの停波や、IP-TVの進展に伴

い、2010年ごろデジタルTVの需要が爆発的に増加すると予測されている。さらに、

デジタルTVとIT技術/インターネットとが融合し、Web2.0的サービスが進展する

ことで、従来の枠を越えたデジタルTVが出現すると予測されている。しかしなが

ら、現在の情報家電業界は各社独自仕様でのソフトウェア開発に終始し、開発規

模の急増に十分な対応ができていない。 

以上の状況を改善し、広がる情報家電のビジネスチャンスを捉えるためには、

ソフトウェアやサービスの新規開発ならびに、既存資産の再利用を促進するため

のプラットフォームの構築が不可欠である。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
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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。 

ところで、このようなメディア処理用インターフェース（API）を用いたソフ

トウェア・プラットフォームによる開発投資の効率化は、自動車および携帯電話

の分野では進展している。情報家電分野においては、APIの仕様を特に設定せず、

個別企業の情報家電機器へ単純にソフトウェアを実装したり、差異化領域と非競

争領域の分離がされていない等の理由からソフトウェア・プラットフォームの普

及が進んでいない。また、情報家電の標準化を進めているDLNA(Digital Living 

Network Alliance)では情報家電間のネットワークに重点が置かれ、情報家電機

器内に組み込むメディア処理用のAPIは対象外である。（下図赤線部分がAPIに相

当） 

 本事業では、情報家電機器にフォーカスし、差異化領域と非競争領域を考慮し

ながらミドルウェアやアプリケーション・ソフトウェアとの境界を考慮して異な

るハードウェア上でも実装可能な、これまでに類を見ない独創性を有すAPIを開

発し、業界内へ普及を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 標準APIによる異なるハードウェア上でのソフトウェア流用性向上 

 

 

１－２－Ｃ 政策的位置付け 

本事業は、情報産業強化の政策に沿い、下記３つの政策通知に基づき実施され

る１施策である。 

・ 「基本方針 2007 第２章 成長力の強化  Ⅲサービス革新戦略 （１）

IT革新 ①IT による生産性向上」 

・ 「経済成長戦略大綱 第２．生産性の向上（IT とサービス産業の革新 1. 

IT による生産性向上と市場創出 （１）IT 革新による競争力強化 及び 

（４）IT 革新を支える産業・基盤の強化） 

・ 「成長力加速プログラム 第二章サービス革新戦略 ３.IT 革新 （１）IT

による生産性向上」 
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１－３－Ｃ 国の関与の必要性 

本事業は、日本の優位分野ながら、プラットフォームの標準化が遅れている情

報家電にフォーカスし、市場調査、ユーザーニーズ、技術動向、標準化動向の調

査分析を元に、情報家電向けAPI（Application Programmer’s Interface：上述

のハードウェア・インタフェースやマルチメディア・インタフェースの様に、他

のソフトウェアから呼び出されるソフトウェアの切り口を指す。）の開発とプロ

トタイプによる実証を行うことで、日本経済の発展に貢献する活動と位置づけら

れる。しかしながら、競合する半導体各社が保有するLSI上で実証を進める際に、

仕様への要求内容、動作の詳細情報等、共同で開発/評価/分析を、民間企業同士

で推進するには、求心力が必要であり、国による中立性の高いイニシアティブと

議論のリード/共同開発の場を設定する支援が望まれる。また、半導体上でソフ

トウェアを実装するミドルウェア・メーカーや、装置メーカーの多岐に渡る要求

を引き出し、業界全体が連携した技術確立の活動体制が必須であり、半導体業界

を超えIT業界全体に及ぶ、国によるイニシアティブが必要となる。一方、開発し

確立するAPIは、情報家電分野対応では、先進的活動であり、実用性については

実証を通して、初めての有効性を評価できるものである。半導体各社が、この施

策の全ての先行投資を負担するには、リスクが高いと予測される。業界の競争力

強化を目指しながらも、リスクがあることも否めず、活動には、国による支援が

必要と考えられる。 
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２－Ｃ． 研究開発等の目標 

 

２－１－Ｃ 研究開発目標 

近年、我が国の情報家電産業では、技術革新と擦り合わせ技術を得意としなが

ら、家電製品の普及期にシェアを失い、収益を確保できない問題に直面している。

また、IT投資効率向上の阻害要因であるソフトウェア開発投資の増大解決に向け、

モジュール化とAPI（注１）の標準化によるソフトウェアの再利用化を実現する

ソフトウェア・プラットフォーム整備が急務となっている。本プロジェクトは、

我が国に優位な分野ながらソフトウェア・プラットフォームのAPI標準化が遅れ

ている情報家電にフォーカスし、以下に記載するメディア・インターフェース（注

２）とハードウェア仮想化による標準API仕様開発、及び、標準化支援活動を実

施する。 

APIの開発においては、最終製品の価値を定める差異化領域と、オープンな標

準化により共通化や再利用化が可能な非競争領域を明確化し、それらの境界およ

びその間のインターフェース、プラットフォームのベースとなる技術（LSIデバ

イス、ＯＳ、ミドルウェア（注３）、アプリケーション(注４)など）を利用技術

の観点から決定する。これにより、新しい付加価値の高い情報家電向けソフトウ

ェアの構築が容易になるとともに再利用が促進され、ソフトウェア開発の投資の

選択と集中が可能となる。 

本事業では、標準ソフトウェア・プラットフォームを確立することで、次世代

情報家電製品の普及期においても、シェアと収益が確保できる事業環境のモデル

ケースを目指し、日本の情報家電産業の発展に貢献することが目標である。その

為に、併置している業界メンバーによる協議会に、本事業の成果を示し、標準化

方向を検討することによって次世代情報家電の普及と収益確保に向けた基盤整

備を支援する。 

 

注１） API: Application Programming Interface ソフトウェアモジュー

ル、あるいは階層間の入出力情報。ハードウェア・インタフェースやマ

ルチメディア・インタフェースの様に、他のソフトウェアから呼び出さ

れるソフトウェアの切り口を指す。 

注２） メディア・インターフェース：画像や音のデータを処理し、画面で

の視聴などを実現する処理ソフトウェアを呼び出すインターフェースを

指す。 

注３） ミドルウェア:ハードウェアを直接制御するソフトウェアを活用し、

上位のアプリケーションから使われる基本的機能を実現するソフトウェ

アを指す。 

注４） アプリケーション：装置利用者の指令を受け、ハードウェア制御を

複数組み合わせ、装置全体を制御して、要求した機能を実現するソフト

ウェアを指す。 

 

本事業の前提となる研究開発内容の全体構成概要を図２－１に示す。 
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図2-1 IT投資効率向上のための共通基盤開発プロジェクトの研究開発構成概要 

 

 

２－２－Ｃ 全体の目標設定 

 

表２－１．全体の目標 

目標・指標 設定理由・根拠等 

本事業では、情報家電分野の半導

体メーカー、ミドルウェアメーカー、

機器メーカーが連携し、共通ソフト

ウェア・プラットフォームを開発す

る。これにより、ソフトウェアの移

植性を実証し、開発費の低減効果を

国内外にアピールし、情報家電分野

でワールド・ワイドに展開可能な日

本発の共通ソフトウェア・プラット

フォームを実現する。 

また、ミドルウェア、情報家電機

器業界からの標準技術要求を反映さ

せるための協議会発足を支援すると

ともに活動に参加する。 

本事業では、日本の優位分野なが

ら、プラットフォームの標準化が遅

れている情報家電にフォーカスし、

市場調査、ユーザーニーズ、技術動

向、標準化動向の調査分析を基に、

情報家電向け標準APIの開発とプロ

トタイプによる実証を設定した。 

また、標準APIの評価、普及、発

展を目的とした分野横断で活用で

きる協議会活動を行うことを提案

した。 
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２－３－Ｃ 個別要素技術の目標設定 

 

表２－２．個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等 

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。情報家電分野

に好適なメディア・イン

ターフェースを定義す

ることにより、マルチメ

ディアに関わるソフト

ウェア（ミドルウェア、

アプリケーション）資産

の流用を可能にする。 

情報家電分野における組込

みソフトウェアの開発費の低

減の為、ソフトウェア階層間の

標準APIを有するソフトウェア

・プラットフォームによるソフ

トウェアモジュールの再利用

化促進やソフトウェア・パッケ

ージの利用拡大が有効である。

しかし、現在まで、情報家電業

界は各社独自仕様のソフトウ

ェア体系を整備しており、API

の標準化の必要性を認識しつ

つも企業間連携を進める場が

無く、十分な対応ができていな

かった。この為、本事業では、

情報家電向けソフトウェア・プ

ラットフォームに用いるAPIを

開発する目標を設定した。 

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。 

実証開発を通じ、策定した

API仕様が機能面、性能面、品

質面で十分であるかどうかの

確認を行うと共にその課題を

抽出する目標も設定した。表面

化した課題について策定した

API仕様へのフィードバックを

実施し、実使用に耐えるメディ

ア・インターフェース用API仕

様策定を行う。 

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

ーフェースを基に、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。 

今後想定されるネット経由

の新規サービス向けに必要な

拡張API仕様の確立を実証を目

指して、当技術目標を設定した 

メディア・イン

タフェース用

 メディア・インタフェ

ース用拡張API仕様に基

 実証開発を通じ、策定した

API仕様が機能面、性能面、品
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拡張APIの実証

開発 

づき、開発評価システム

上で実証開発を行い、こ

れらの拡張仕様が機能

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

前記API仕様にフィード

バックを行う。 

質面で十分であるかどうかの

確認を行うと共にその課題を

抽出する目標も設定した。表面

化した課題について策定した

API仕様へのフィードバックを

実施し、実使用に耐えるメディ

ア・インターフェース用API仕

様策定を行える。 

ハードウェア

仮想化インタ

フェース（HAL）

仕様の策定 

 主プロセッサで制御

を行うデバイスドライ

バ・ソフトウェアに対し

て、ソフトウェアで抽象

化を行う層（HAL：ハー

ドウェア・アブストラク

ション・レイヤー）の仕

様定義を行い、可搬性の

高いデバイスドライバ

・ソフトウェアを構築す

る。 

従来、組込み機器などに用い

られるデバイスドライバ・ソフ

トウェアは、同様な機能であっ

てもハードウェアを変更する

毎に開発が必要となっており、

効率の悪さが問題となってい

る。同種のデバイスドライバ・

ソフトウェア開発規模を必要

最小限にするため、ハードウェ

ア仮想化の技術を導入する目

標を設定した。HALは、デバイ

スドライバ・ソフトウェアに代

わりハードウェアの仕様変更

に対応し、そのハードウェアの

制御を行うデバイスドライバ

・ソフトウェアの再開発や修正

工数を抑えることが可能にな

る。 

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。 

 Linuxデバイスドライバ・ソ

フトウェアのHAL対応実装を行

い、HAL対応をしていないデバ

イスドライバ・ソフトウェアと

の比較を行い、HALの有効性を

実証する目標を設定した。 

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 HAL等の定義と

仕様策定を行う。ブート

ローダがハードウェア

固有部から分離され再

利用性の向上を実現す

る 

 現状、ブートローダは、その

多くをハードウェア依存部に

よって構成されているが、通信

プロトコルスタックやファイ

ルシステムなど、ハードウェア

非依存な上位サービスの充実

したものが普及してきている。

これらの機能を流用するため、

実証開発ではブートローダの

デバイス依存性を、HALインタ
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ーフェースとデバイスHALによ

り取り除くことで、再利用性の

高いブートローダを開発する

目標を設定した。策定した機能

仕様の評価を行った上で、HAL

を用いたブートローダ・ソフト

ウェアの移植性をコーディン

グ量の変更量などを確認する

ことで明らかにできる。 

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仕様のソフトウェア

移植や再利用性に関し、

ISDB-T以外の他地域対

応ミドルウェアによる

視聴検証を行う。また、

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。更に、OS変更

による移植性に対して

も、Linux以外にRTOS上

での動作実証を行う。 

３社（NECエレクトロニクス、

東芝、ルネサステクノロジ）が

所有する開発評価システム上

で、「メディア・インターフェ

ース用API仕様」のソフトウェ

ア移植や再利用性に対する下

記有効性を確認する為、当目標

を設定した。 

(1)策定したAPI上でISDB-T

ミドルウェア以外のアプリケ

ーションソフトを用いて他地

域デジタルTVが試聴可能なシ

ステムが構築できるかを確認

する。 

(2)本APIを実現するメディ

アフレームワークが他の基本

ソフトウェア（メディアフレー

ムワークの基礎となるソフト

ウェア）やハードウェアに対し

て容易に移植可能であること

を確認する。 

(3)OSをRTOSに変更しても動

作可能であることを確認する 

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

れた協議会と連携し、本

プロジェクトの成果を

業界標準に育成するよ

う、以下の活動を支援す

る 

 ・策定したAPIのレビ

ューとフィードバック 

 研究開発した「メディア・イ

ンターフェース用API仕様」を

業界に広く普及させるため、ま

た、業界の今後の技術革新に対

応する「メディア・インターフ

ェース用API仕様」を継続して

開発・展開するため、標準化を

推進するための活動が必須で

ある。この為、この目標を設定

した。 
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 ・活動提案内容のレビ

ューとフィードバック 
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３－Ｃ 成果、目標の達成度 

 

３－１－Ｃ 成果 

３－１－１－Ｃ 全体成果 

 産業におけるITの役割が拡大することに伴い、半導体、装置、情報システム

を含めたあらゆる事業領域において、ソフトウェアの開発規模が急増し、アー

キテクトやシステムエンジニアが不足する課題があった。また我が国の情報家

電産業では、技術革新とすり合わせ技術を得意としながら家電製品の普及期に

シェアを失い収益を確保できない問題に直面している。このようなソフトウェ

ア開発投資が増大する課題を解決するため、ソフトウェア・プラットフォーム

のAPI標準化が遅れている情報家電の分野にフォーカスし、各社の非競争領域部

分についてメディア・インタフェース用APIを策定し、本API仕様に基づいた実

証開発を行った。また、ハードウェアを仮想化するインタフェース仕様を策定

して実証開発を行った。本API仕様を業界に広く普及させるため、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る協議会を発足させ、本プロジェ

クトの成果を業界標準に育成するよう、APIのレビューとフィードバックを行っ

た。また、これらの成果により情報家電向けのミドルウェアのハードウェアに

依存する制御部が分離されミドルウェアの流用性が向上した。またドライバか

らハードウェア依存部分を分離したため、ドライバの流用性が向上した。 

メディアＩ／Ｆ（OMI）

 
図３－１ 情報家電向けソフトウェア・プラットフォーム 

 

３－１－２－Ｃ 個別要素技術成果 

（１）メディア・インタフェース用API仕様の策定 

色々な形式でデジタル化された映像や音声の時間的な流れを入力し、最終的
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に対応する表示装置に適切な形式で出力するような処理をメディア処理とい

う。またメディア処理の中で特定のデータストリームに対して一連の処理を

実施するものを、メディア基本機能と呼ぶ。このようなメディア処理を実施

するソフトウェアをメディア基本機能群の実装と制御に関するメディアフレ

ームワーク層（MF層）と、その層の機能を使ってより複雑なメディア処理を

実現するアプリケーション層（AP層）とに分離し、その間のインタフェース

であるメディア・インタフェース用API仕様をOpen Media Interface(OMI)と

して定義した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ OMIの概念 

 

メディアフレーム層においてメディア基本機能群の制御を行うモジュールを

DIAメディアフレームワーク（DIA-MF）と定義し、また、メディア基本機能は

入力のデータストリームに一定の加工を加える処理の連鎖として実装される

ことが多いので、この一定の加工を加える単位的な処理対をメディアコンポ

ーネント（MC）とし、一連の処理の連鎖をメディアコンポーネントチェーン

（チェーン）と呼ぶこととした。OMIはこれら下層のモジュールを効果的に制

御するために以下のインタフェースを定義した。 

 

表３－１ OMI関数一覧 

関数 機能概要 非同期対

応 

OmiInit( ) メディアフレームワーク層の初期化を

行う 

× 

OmiDeinit( ) メディアフレームワーク層の終了処理

を行う 

× 

OmiCreateChain( ) チェーンを生成する × 

OmiReleaseChain( ) チェーンを解放する ○ 

OmiControlChain( ) チェーンを制御する ○ 

OmiSetEventMask( ) イベントマスクの設定と解除を行う × 

OmiSetCallbackChain( ) コールバック関数の登録および削除を

行う 

× 

OmiGetMessage( ) メッセージを取得する △ 

OmiFreeMessage( ) メッセージを破棄する × 

 

 
アプリケーション層 

メディア基本機能群 
の実装と制御に関する層 

(メディアフレームワーク層) 

本プロジェクトで規定するイン

タフェース 
(    ) 

メディア処理 
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また、日本における地上デジタル放送（ISDB-T）のライブ再生を行うメディ

ア処理に対してOMIを用いて制御を行う際の詳細仕様を定めた。ISDB-Tライブ

再生に関するメディアソフトウェアの構成を図３－３に示す。 

 

チューナー
制御

音声出力制御

DIA-MF

ISDB-T再生用メディア処理ミドルウェア

TS

デコード
映像

デコード
音声

映像出力制御

アプリケーション

アプリケーション層

メディアフレームワーク層

ISDB-T再生メディアコンポーネントチェーン

OMI

 
図３－３ ISDB-T再生メディア処理ソフトウェア構成図 

 

OmiControlChain関数は、そのコマンドの処理が全て終わってから戻るブロッ

キングモードと、コマンドの要求を登録するだけで戻るノンブロッキングモ

ードの2種類の動作モードがある。ノンブロッキングモードの場合は、そのコ

マンドの処理が終わった時に、処理結果が事象の一種としてＡＰ層に通知さ

れる。制御コマンドが発行されると、そのチェーンの構成要素である複数の

メディアコンポーネントに対して、一連の制御が適切な順序で実行される。

定義したメディア処理を制御するコマンド例を表３－２に示す。 

 

 

表３－２ 制御コマンドとその対応動作モード一覧 

コマンド名 概要 動作モード 

Block NonBlock 

共通制御    

OMI_CMD_RUN チェーンを起動する × ○ 

OMI_CMD_STOP チェーンを停止する × ○ 

OMI_CMD_GET_STATUS チェーンの状態を取得す

る 

○ × 

OMI_CMD_GET_STC STC値の取得 ○ × 

OMI_CMD_ALLOC_BUFFER バッファの獲得 ○ × 

OMI_CMD_GET_BUFFER_INF バッファ情報の取得 ○ × 
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O 

OMI_CMD_FREE_BUFFER バッファの解放 ○ × 

OMI_CMD_RELEASE_BUFF_D

ATA 

バッファデータ領域の解

除 

○ × 

OMI_CMD_SET_CONFIG コンフィグ情報の設定 × ○ 

OMI_CMD_GET_CONFIG コンフィグ情報の取得 ○ × 

Demux制御    

OMI_CMD_DEMUX_ 

SET_PES_FILTER 

PESフィルタの設定 × ○ 

OMI_CMD_DEMUX_ 

GET_PES_FILTER 

PESフィルタ設定の取得 ○ × 

OMI_CMD_DEMUX_ 

CLEAR_PES_FILTER 

PESフィルタ設定のクリア × ○ 

OMI_CMD_DEMUX_ 

SET_ SECTION_FILTER 

Sectionフィルタの設定 × ○ 

OMI_CMD_DEMUX_ 

GET_SECTION_FILTER 

Sectionフィルタ設定の取

得 

○ × 

OMI_CMD_DEMUX_ 

CLEAR_SECTION_FILTER 

Sectionフィルタ設定のク

リア 

× ○ 

CA制御    

OMI_CMD_CA_INIT CAシステムの初期化 × ○ 

OMI_CMD_CA_GET_INFO CAシステム情報取得 × ○ 

OMI_CMD_CA_SEND_CMD ICカードへのコマンド送

信 

× ○ 

デスクランブル制御    

OMI_CMD_DESC_SET_ECM デスクランブルECM PID設

定 

× ○ 

OMI_CMD_DESC_GET_ECM デスクランブルECM PID設

定取得 

○ × 

OMI_CMD_DESC_CLEAR_ECM デスクランブルECM PID設

定解除 

× ○ 
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OMI_CMD_DESC_SET_ID ICカードID設定 ○ × 

ビデオデコーダ制御    

OMI_CMD_VIDEO_GET_STRE

AM_INFO 

ビデオデコーダストリー

ム情報取得 

○ × 

オーディオデコーダ制御    

OMI_CMD_AUDIO_GET_STRE

AM_INFO 

オーディオデコーダスト

リーム情報取得 

○ × 

 

本メディア・インタフェース用API仕様は協議会のレビューを受け、実証開発

のフィードバックをかけた後、「OMI関数仕様書」、「OMIチェーン仕様書

ISDB-T再生編」に纏めた。 

 

（２）メディア・インタフェース用APIの実証開発 

策定したメディア・インタフェース用API仕様に基づき３社（NECエレクトロ

ニクス、東芝、ルネサステクノロジ）のLSIを使用したデジタルTVシステムに

おいて実証開発を行い、仕様が機能面、性能面、品質面で十分であることを

確認し、実証開発において摘出した課題はメディア・インタフェース用API仕

様にフィードバックをかけた。 

 

 ①実証開発（NECエレクトロニクス） 

NECエレクトロニクス社製のデジタルTV用システムLSI（EMMA2TH/H）を搭載

したデジタルTV用評価ボードを用いて実証開発を行った。本システムはOS

としてLinuxを使用し、EMMA2TH/Hのメディア用デバイスドライバ上にメデ

ィア・インタフェース用API層を構築した。またグラフィックス用インタフ

ェースとしてDirectFBを使用し、これらのインタフェース上にデジタルTV

用のミドルウェアおよび基本的なアプリケーション層と簡易GUIを設け、デ

ジタルTVとしての基本的な機能を実現した。評価はテストストリームを用

い、オーディオ・ビデオの同期再生やチャンネル切り替えおよび字幕の表

示など、デジタルTVとしての基本的な機能を確認した。本実証セットの概

念図を図３－４に、写真を図３－５に示す。 
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図３－４ 実証セットの概念図 

 

 

 
図３－５ 実証セットの写真 

 

 ②実証開発（東芝） 

東芝製プロセッサCellの評価セットCell Reference Set2(CRS2)を用いて実

証開発を行った。本実証セットはOSとしてLinuxを使用し、メディア用デバ

イスドライバ上にメディア・インタフェース用API層を構築した。またグラ

フィックス用インタフェースとしてDirectFBを使用し、これらのインタフ

ェース上にデジタルTV用のミドルウェアおよび基本的なアプリケーション

層と簡易GUIを儲け、デジタルTVとしての基本的な機能を実現した。評価は

実放送波を受信して行い、オーディオ・ビデオの同期再生やチャネル切り

替えなど、デジタルTVとしての基本機能を確認した。図３－６に本実証セ

ットの機器構成、図３－７に本実証セットの概要を示す。 

（1）EMMA2TH/Hボード

（4）ディスプレイ
（3）ストリーマ

メディア・インターフェース用
API仕様に基づいた

デジタルTVソフトウェアを搭載

（5）リモコン

データ 入力 データ 出力

アプリケーション操作

（2）ホストＰＣ

映像出力

音声出力
テストストリームデータ出力

ＯＳイメージダウンロード

（1）EMMA2TH/Hボード

（4）ディスプレイ
（3）ストリーマ

メディア・インターフェース用
API仕様に基づいた

デジタルTVソフトウェアを搭載

（5）リモコン

データ 入力 データ 出力

アプリケーション操作

（2）ホストＰＣ

映像出力

音声出力
テストストリームデータ出力

ＯＳイメージダウンロード
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図３－６ 実証セットの機器構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－７ 実証セット概要 

 

 ③実証開発（ルネサステクノロジ） 

ルネサステクノロジ社製のデジタルTV用システムLSIを搭載した評価ボー

ドを開発し、その上にメディア・インタフェース用APIを実現するデジタル

TVフレームワークを搭載しデジタルTVリファレンスシステムを構築した。

OSとしてLinuxを使用しメディア・インタフェース用API仕様に準拠したド

ライバソフトおよびAPIを開発した。メディア・インタフェース用API仕様

の機能や性能を評価するためのテストプログラムを用い、デジタルTVとし

ての基本的な機能が実現できることを確認した。図３－８に本実証セット

のシステム構成、図３－９に本実証セットの写真を示す。 
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図３－８ 実証セットシステム構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－９ 実証セット写真 

 

 

（３）メディア・インタフェース用拡張API仕様の策定 

平成20年度に策定したメディア・インタフェース用API仕様を基に、ネットワ

ーク系メディア再生用、録画再生用API仕様と、インターネット・コンテンツ

再生等の新規サービス向け拡張仕様を策定した。 

 ①ネットワーク系メディア再生 

インターネット、及びホームネットワークにおいて配信されるビデオ/オー

ディオコンテンツを再生するメディア処理に対してOMIを用いて制御を行

う際の詳細仕様を定めた。図３－１０にネットワーク系メディア再生処理

ソフトウェア構成を示す。 
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図３－１０ ネットワーク系メディア再生処理ソフトウェア構成図 

 

標準化したネットワーク系メディア再生処理において、アプリケーション

層とメディアフレームワーク層での処理区分の概要を表３―３に示す。 

 

表３－３ アプリケーション層とメディアフレームワーク層との処理区分概要 

 アプリケーション層 メディアフレームワー

ク層 

ストリーム処理 ストリーム読み込み、デスク

ランブル、DIA-MFに転送 

Demux、デコード 

MPEG-2 TS 

Section処理 

Sectionフィルタパラメータ

の設定、Sectionデータのパー

ス 

Section形式データ抽

出、 

MWに転送 

内包されたスト

リームに対する

処理 

PID/stream_id(SIDと略す)/

ボックスタイプの指定、 

字幕レンダリングおよび同期

表示 

内包されたストリーム

の抽出、MWに転送 

 

 ②分離AV入力再生 

アプリケーション層で分離したAVコンテンツをメディアフレームワーク層

で再生するメディア処理に対して、OMIを用いて制御を行う際の詳細仕様を

定めた。図３－１１に分離AV入力の再生に関するメディア処理ソフトウェ

アの構成を示す。仕様の規定範囲はアプリケーション層から入力されたAV

ストリームを処理し、デコード映像およびデコード音声を生成して出力す

るまでとした。 

 

 

 
アプリケーション層 

アプリケーション 

ネットワーク系メディア 
再生処理ミドルウェア 
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図３－１１ 分離AV入力再生メディア処理ソフトウェア構成図 

 

 ③ISDB-T録画 

日本における地上デジタル放送方式（ISDB-T）のライブの録画を行うメデ

ィア処理に対して、OMIを用いて制御を行う際の詳細仕様を定めた。図３－

１２にISDB-T録画に対するメディア処理ソフトウェアの構成を示す。ビデ

オ、オーディオを入力とし、ストレージメディアにTS（MPEG-2 Transport 

Stream）を出力するまでの処理を標準化範囲とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１２ ISDB-T録画メディア処理ソフトウェア構成図 

 

 ④録画済TS再生 

 

（４）メディア・インタフェース用拡張APIの実証開発 

本における地上デジタル放送方式（ISDB-T）の素材をストレージメディア等に録
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画し、そのストリームの再生を行うメディア処理に対してＯＭＩを用いて制御を

行う際の詳細仕様を定めた。図３－１３に録画済TSの再生に関するメディア処理

ソフトウェアの構成を示す。ストレージメディアからのTS(MPEG-2 Transport 

Stream)を入力とし、映像および音声を生成して出力するまでの処理を標準化範

囲とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１３ 録画済TS再生メディア処理ソフトウェア構成図 

 

 

 

（５）ハードウェア仮想化インタフェース（HAL）仕様の策定 

デバイスドライバをハードウェアに依存する部分と依存しない部分に分け、

ソフトウェアの開発効率を上げ共通で利便性の高い操作性を提供するため、

ハードウェア仮想化インタフェース（HAL: Hardware Abstract Layer）を策

定した。 

 

 ①HALの特徴 

HALは共通のHALファンクションで各ハードウェア操作が可能となりデバイ

スドライバにハードウェア操作を意識させないインタフェースを提供する。

HALはファンクションに設定されるパラメータによってハードウェアに与

える作用と戻る結果が異なるオブジェクトレイヤである。従来のデバイス

ドライバの論理層と物理層を分離し、HALがハードウェアデバイス（I/O）

操作を分担する。HALを組み込んだシステム構成図を図３－１４に示す。 
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図３－１４ HALを組み込んだシステム構成図 

 

②HALのメリット 

HALのメリットは、ハードウェアデバイスに変更があってもデバイスドライバを

修正する必要がなく、HALを差し替えるのみで動作可能になることである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１５ HALのメリット 

 

さらに、デバイスドライバとHALの機能分担が明確になり、ソフト品質検査範囲

を明確化でき、ドライバ開発コストと開発リードタイムが短縮できる。 

 

（６）HAL仕様の効果実証 

NECエレクトロニクス社のデジタルTV評価ボード上に、デバイスドライバを策

  
デバイスドライバ 

UART PCI host RTC 

function 

 

PCI host 

Interrupt 

UART 

GPIO 

RTC 

UART PCI host RTC 

ハードウェア 

HAL 

従来のデバイスドライバ
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・物理層 
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定したHAL仕様に対応させ、通常のデバイスドライバソフトウェアとHAL仕様

に準拠したデバイスドライバソフトウェアを比較しコーディング量の効率向

上とレスポンスの低下が実用に影響を及ぼさないことを明らかにした。実証

システム評価の実施内容は以下である。 

 

① 評価システムの総合評価 

Linuxによる評価を行い、HALが仕様通りに動作していることを確認した。 

② ソースコードの比較検討 

HALインタフェースの呼び出しを行ったカーネルおよびデバイスドライバの

コード量を調査し、HALインタフェース未対応のコードと比較した。 

③ HAL の性能評価 

HAL対応によるレスポンスの低下を計測し、HALインタフェース未対応のシス

テムと比較した。 

④ HAL インタフェース評価 

各デバイスHAL（CPU、RTC、UART、PCI host、Interrupt）が機能仕様書で定

義したインタフェース仕様通りに動作することを確認した。 

 

本評価システムのハードウェア構成を図３－１６に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１６ 実証システム構成図 

 

本実証システム評価環境のソフトウェア構成を図３－１７に示す。 
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図３－１７ ソフトウェア構成図 

 

 

本評価の結果、HALを導入すれば新規でバードウェア操作に必要なソースコー

ドのコーディング量を削減する効果は56.7%、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%であり、ソフトウェアの開発効率が向上

していることを確認した。また、HALを導入した場合のレスポンスの低下は1%

～4%であり実際の動作に支障が無いことを確認した。 

 

 

（７）HAL仕様範囲拡大および実証開発 

平成20年度に策定したHALを組み込み機器用ブートローダ・ソフトウェアへ仕

様拡大し、ブートローダ・ソフトウェア（U-boot）におけるHAL仕様の有効性

を確認する。図３－１８にブートローダ・ソフトウェアにHAL仕様を適用した

場合のソフトウェア構成を示す。通常ブートローダ・ソフトウェアはハード

ウェアに依存している部分と通信プロトコルスタックやファイルシステムな

どハードウェアに非依存な上位サービスを行う部分からなる。HAL仕様を適用

後、機能的に問題ないことを確認し、ブートローダ・ソフトウェアのコーデ

ィング量の変更量などを検証した。これらの評価を実施することにより、HAL

仕様の適用をブートローダ・ソフトウェアに拡大した結果、ソフトウェアの

再利用性が向上したことを確認した。 
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図３－１８ ソフトウェア構成図 

 

 ①HAL仕様機能評価 

HAL仕様をブートローダ・ソフトウェアに適用したシステムに対し、ユーズ

ケースによる動作検証とLTP（Linux Test Project）が公開しているテスト

ケースを実行し機能的に問題ないことを確認した。ユースケースによる動

作確認結果を３－４と表３－５、LTPによる動作確認結果を表３－６に示す。 

 

表３－４ ユースケースによるハードウェア制御動作の評価結果（１／２） 
分類 評価項目概要 結果 

(判定） 

Linuxの起動 

/ログインの確認 

下記の組み合わせでLinuxの起動とログインの確認を行う 

・HALの配置場所  ：RAM領域/ROM領域 

・Linuxファイルシステム ：NFS/ROMFS 

・Linux起動方式  ：TFTP Boot/Flash ROM Boot 

・カーネルファイル形式 ：ELF/binファイル/U-Bootヘッダ付きファイル 

OK 

USBデバイス接続 

 

・USBメモリに格納されたu-boot.binの起動確認 

・USBシリアル・ブリッジ出力の確認 

・USBメモリとUSBシリアル・ブリッジを接続した場合の、U-Bootの起動と

USBシリアル・ブリッジ出力の確認 

OK 

U-Boot PCI 

コマンド 

・PCIデバイスリストの表示を確認(pci short/pci long) 

・OHCIデバイスのエミュレーション動作確認 

・EHCIデバイスのエミュレーション動作確認 

・PCIコンフィグレーション空間の表示確認 

・PCIコンフィグレーション空間への書き込み確認 

OK 

U-Boot USB 

コマンド 

 

 

・USBコントローラの初期化とUSBデバイス検索動作の確認 

・USBデバイス接続形態表示の確認 

・USBデバイス情報表示の確認 

・USBストレージデバイス情報表示の確認 

OK 

  

Linux(オープンな高機能 OS) 

EMMA3TL リファレンスボード(ハードウェア) 

ハードウェア仮想化インターフェース 

(Hardware Abstraction Layer) 

HALインターフェース 

評価用テストプログラム 

ハードウェア I/O 

U-Boot 

(ブートローダ) 

DevHelp 

HAL 対応デバイス・ドライバ 

DevHelp 

カーネル 

DevHelp 

デバイス・ドライバ 

ユースケース評価 LTP 評価 インターフェース評価 
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 ・USBコントローラの停止確認 

・パラメータがない場合のUSBコマンド動作確認 

U-Boot FAT 

コマンド 

 

・ファイル一覧表示の確認 

・FAT情報表示の確認 

・バイナリイメージのロードと起動の確認 

OK 

 

表３－５ ユースケースによるハードウェア制御動作の評価結果（２／２） 
分類 評価項目概要 結果 

(判定) 

評価ボードの初

期化 

・PCI I/Oスペースの確認 (cat /proc/ioports) 

・PCIメモリスペースの確認 (cat /proc/iomem) 

※本評価はU-Bootの改造(PCI host HAL対応)の評価も含む 

OK 

割り込み制御 ・IRQコントローラ名称の確認 (cat /proc/interrupts) 

・シリアル通信, Ethernet, CPUタイマのIRQ割り込み回数の確認 (cat 

/proc/interrupts) 

OK 

タイマ制御 ・CPUクロック数の表示(カーネルログ)確認 

・初期設定日付の確認 (dateコマンド) 

OK 

PCI制御 ・PCIデバイス(USB, Ethernet, Multimediaの各コントローラ)の接続確認 

(lspci) 

・PCIコンフィグレーションレジスタの表示確認 (Multimedia Controller) 

OK 

UARTデバイス ・UARTデバイスのリソース情報の確認 

(cat /proc/tty/driver/serial、setserial -g /dev/tty、setserial -g 

/dev/console) 

OK 

RTCドライバ ・RTCドライバエントリ表示(カーネルログ)の確認 

・RTC制御確認 (hwclock、dateコマンド) 

・割り込み制御(日跨ぎ/アラーム)確認 

(hwclock、cat /proc/interrupts、/bin/rtctest) 

※rtctestは/linux-2.6.18_pro500/Documentation/rtc.txtをベースにカ

スタマイズしたもの 

OK 

 

表３－６ LTP評価結果 

  評価項目 
HAL対応前 HAL対応後 

PASS FAIL PASS FAIL 

システムコール機能テスト 705 12 705 12 

ファイルシステムストレステスト 45 10 45 10 

ディスクI/Oテスト 28 0 28 0 

メモリ管理ストレステスト 18 3 18 3 

ipcストレステスト 8 0 8 0 

スケジューラテスト 3 0 3 0 

コマンド機能テスト 10 0 10 0 

Total 817 25 817 25 

 

 

 ②HAL移植性評価 

LinuxのHAL対応済みPCIホスト・デバイス・ドライバのソースコードについ

て移植前後でライン数を比較した結果を表３－７に示す。 
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表３－７ PCIホストドライバの移植結果 

  
新規 

ライン数 

修正 

ライン数 

流用 

ライン数 

比率 

(％) 

流用コード 

HAL仕様Ver2.0の実装 

0  

0  

 0  

13  

 332 

0  

 96.2  

3.8  

合計 0  13  332  100.0  

 

HAL対応済みPCIホストのデバイス・ドライバの移植において全体の96.2%が

移植前コードの流用であったことを示す。残りの3.8%はHAL仕様Ver2.0適用

による修正であり、これを除くと移植前のソースコードは100%流用可能で

あった。 

 

LinuxのHAL対応済みRTCドライバのソースコードについて移植前後でライ

ン数を比較した結果を表３－８に示す。 

 

表３－８ RTCドライバのライン数比較結果 

  
新規 

ライン数 

修正 

ライン数 

流用 

ライン数 

比率 

(％) 

流用コード 

HAL仕様Ver2.0の実装 

0  

0  

 0  

18  

 623  

0  

  97.2  

2.8  

合計 0  18  623  100.0  

 

 

HAL対応済みRTCホストのデバイス・ドライバの移植において全体の97.2%が

移植前コードの流用であったことを示す。残りの2.8%はHAL仕様Ver2.0適用

による修正であり、これを除くと移植前のソースコードは100%流用可能で

あった。 

 

（８）移植性検証 

平成20年度事業成果のうちメディア・インタフェース用APIの実証開発において

開発したデジタルTV向けシステムLSI上で動作するソフトウェアを異なる基本

ソフトウェアやデジタルTV向けシステムLSIを搭載した実証開発セットに移植

して、平成20年度に策定したAPI仕様がある環境から他の環境に移るための能力

を有しているか検証した。確認方法は以下の５つの検証範囲を定めた上で、各

々の検証内容に従って行った。 

 

 基本ソフトウェアのリアルタイム OS対応 
基本ソフトウェアを Linux からリアルタイム OS に変更した場合でも、メディ

アフレームワークおよびアプリケーションソフトが問題なく動作することを

確認する。 

 異なるハードウェア間でのメディアフレームワーク層の移植性 
メディアフレームワークが他のハードウェアに対して容易に移植可能である

ことを確認する。 

 異なる基本ソフトウェア間でのメディアフレームワーク層の移植性 
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メディアフレームワークが異なる他の基本ソフトウェアに対して容易に移植

可能であることを確認する。 

 異なるハードウェア間でのアプリケーション層の移植性 
アプリケーションが他のハードウェアに対して、容易に移植可能であることを

確認する。 

 ISDB-T以外他地域視聴対応 

メディアフレームワークがISDB-Tミドルウェア以外の他地域デジタル

TVに容易に対応できることを確認する。 

 

①基本ソフトウェアのリアルタイムOS対応 

平成20年度事業成果であるデジタルTV 用ソフトウェアを、基本ソフトウェ

アをリアルタイムOS（μITRON仕様OS）に変更し、メディアフレームワーク

をμITRON 仕様OS上に移植開発した場合、環境適応性に問題ないことを確

認した。図３－１９は本ソフトウェアの移植イメージを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図

３－１９ ソフトウェアの移植イメージ 

 

OMI仕様に基づくメディアフレームワーク層をμITRON仕様OS上に実装し、

OMI仕様上の問題がないことを確認した。評価の対象とする関数及び制御コ

マンド、イベント表を表３－１０、表３－１１、表３－１２に示す。 

 

表３－１０ 移植評価対象のOMI関数一覧 

関数名 機能概要 

OmiInit( ) メディアフレームワーク層の初期化を行う 

OmiDeinit( ) メディアフレームワーク層の終了処理を行う 

OmiCreateChain( ) チェーンを生成する 

OmiReleaseChain( ) チェーンを解放する 

OMI API

アプリケーション

ISDB-T再生用ミドルウエア

ISDB-T再生

メディアコンポーネントチェーン

DIAメディアフレームワーク

メディアフレームワーク層

Linux OS

OMI API

アプリケーション

ISDB-T再生用ミドルウエア

ISDB-T再生

メディアコンポーネントチェーン

DIAメディアフレームワーク

メディアフレームワーク層

μITRON仕様OS

移植

OMI API

アプリケーション

ISDB-T再生用ミドルウエア

ISDB-T再生

メディアコンポーネントチェーン

DIAメディアフレームワーク

メディアフレームワーク層

Linux OS

OMI API

アプリケーション

ISDB-T再生用ミドルウエア

ISDB-T再生

メディアコンポーネントチェーン

DIAメディアフレームワーク

メディアフレームワーク層

Linux OS

OMI API

アプリケーション

ISDB-T再生用ミドルウエア

ISDB-T再生

メディアコンポーネントチェーン

DIAメディアフレームワーク

メディアフレームワーク層

μITRON仕様OS

OMI API

アプリケーション

ISDB-T再生用ミドルウエア

ISDB-T再生

メディアコンポーネントチェーン

DIAメディアフレームワーク

メディアフレームワーク層

μITRON仕様OS

移植
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OmiControlChain( ) チェーンを制御する 

OmiSetEventMask( ) イベントマスクの設定と解除を行う 

OmiSetCallbackChain( ) コールバック関数の登録および削除を行う 

OmiGetMessage( ) メッセージを取得する 

OmiFreeMessage( ) メッセージを破棄する 

 

表３－１１ 移植評価対象の制御コマンド一覧 

コマンド名 概要 

共通制御  

OMI_CMD_RUN チェーンを起動する 

OMI_CMD_STOP チェーンを停止する 

OMI_CMD_GET_STATUS チェーンの状態を取得する 

OMI_CMD_GET_STC STC値の取得 

OMI_CMD_ALLOC_BUFFER バッファの獲得 

OMI_CMD_GET_BUFFER_INFO バッファ情報の取得 

OMI_CMD_FREE_BUFFER バッファの解放 

OMI_CMD_RELEASE_BUFF_DATA バッファデータ領域の解除 

OMI_CMD_SET_CONFIG コンフィグ情報の設定 

OMI_CMD_GET_CONFIG コンフィグ情報の取得 

Demux制御  

OMI_CMD_DEMUX_SET_PES_FILTER PESフィルタの設定 

OMI_CMD_DEMUX_GET_PES_FILTER PESフィルタ設定の取得 

OMI_CMD_DEMUX_ 

CLEAR_PES_FILTER 

PESフィルタ設定のクリア 

OMI_CMD_DEMUX_ 

SET_ SECTION_FILTER 

Sectionフィルタの設定 

OMI_CMD_DEMUX_ 

GET_SECTION_FILTER 

Sectionフィルタ設定の取得 

OMI_CMD_DEMUX_ 

CLEAR_SECTION_FILTER 

Sectionフィルタ設定のクリア 

CA制御  

OMI_CMD_CA_INIT CAシステムの初期化 

OMI_CMD_CA_GET_INFO CAシステム情報取得 

OMI_CMD_CA_SEND_CMD ICカードへのコマンド送信 

デスクランブル制御  

OMI_CMD_DESC_SET_ECM デスクランブルECM PID設定 

OMI_CMD_DESC_GET_ECM デスクランブルECM PID設定取得 

OMI_CMD_DESC_CLEAR_ECM デスクランブルECM PID設定解除 

OMI_CMD_DESC_SET_ID ICカードID設定 

ビデオデコーダ制御  

OMI_CMD_VIDEO_GET_STREAM_INFO ビデオデコーダストリーム情報取
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得 

オーディオデコーダ制御  

OMI_CMD_AUDIO_GET_STREAM_INFO オーディオデコーダストリーム情

報取得 

 

 

表３－１２ 実証評価対象のイベントコード一覧 

イベント 説明 

OMI_EVT_DEMUX_SECTION_DETECTED Sectionデータ転送通知 

OMI_EVT_DEMUX_PRV_PES_DETECTED 独立PESデータ転送通知 

OMI_EVT_DEMUX_DISRUPTION_DETECTED 途絶検知情報の通知 

OMI_EVT_CA_CARD_CHANGE ICカード挿抜通知 

OMI_EVT_CA_CARD_RESPONSE ICカードコマンドレスポンス

通知 

OMI_EVT_CA_CARD_FAILED ICカードアクセス時のエラー

通知 

OMI_EVT_VIDEO_PROPERTY_CHANGE ビデオデコーダ状態変化通知 

OMI_EVT_AUDIO_PROPERTY_CHANGE オーディオデコーダ状態変化

通知 

 

また、移植評価セット上に構築したISDB-T再生用メディアフレームワーク層

について、デジタルTVの基本的な機能を実現するために必要な機能的要求を

ユースケースとして定義し、このユースケースがμITRON仕様OS上でも正常

に動作するかを移植評価セット上で評価プログラムを使用して評価を行い、

問題なく動作することを確認した。表３－１３にユースケースによる評価仕

様の概要を示す。 

 

表３－１３ ユースケースによる評価仕様（概要） 

 

大分類 中分類 小分類 
備考 

No 内容 No 内容 No 内容 

1 起動・停止 1 電源ON 1 電源ON操作が行えること  

  2 電源OFF 1 電源OFF操作が行えること  

  3 操作 1 リモコンの数字キー操作が行えること  

    2 
リモコンのチャンネルアップ、ダウンキー操作が 

行えること 
 

    3 リモコンのメニュー、上下左右キー操作が行えること  

  4 繰り返し 1 電源ONとOFF操作の繰り返しが行えること  

  5 継続使用 1 一定時間以上の放送視聴が行えること  

2 再生制御 1 映像・音声の再生 1 リモコンの数字キーによる選局と映像・音声の出力確認  
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  2 文字スーパー 1 文字スーパー情報の取得・表示ができること  

  3 字幕 1 字幕の取得・解析・表示が行えること  

  4 音声の切替 1 音声の選択が行えること  

3 チャンネル 1 チャンネルスキャンの実行 1 メニューからのチャンネルスキャンの実行が行えること  

 スキャン 2 チャンネルスキャンの中断 1 メニューからのチャンネルスキャンの中断が行えること  

  3 放送波の受信レベル 1 放送波の受信レベルの取得が行えること  

4 チャンネル変更 1 選局 1 指定したチャンネルの選局が行えること  

  2 チャンネル選択 1 リモコンの数字キーで選局が行えること  

  3 チャンネル切替 1 
リモコンのチャンネルアップ、ダウンキー操作で 

選局できること 
 

  4 緊急警報放送 1 緊急警報放送に切り替わること  

  5 臨時サービス 1 臨時サービスに切り替わること  

  6 イベントリレー 1 イベントリレー処理が行えること  

5 OSD・メニュー制御 1 選局バナー 1 選局バナーの表示・制御が行えること  

  2 音声バナー 1 音声バナーの表示・制御が行えること  

  3 字幕バナー 1 字幕バナーの表示・制御が行えること  

  4 初期スキャン 1 初期スキャンの制御が行えること  

  5 緊急警報放送 1 緊急警報放送の制御が行えること  

  6 イベントリレー 1 イベントリレー設定の制御が行えること  

 

 ②異なるハードウェア間でのメディアフレームワーク層の移植性 

OMI移植性の評価を行うために、平成20年度の評価システムとして開発した

デジタル放送視聴アプリケーションのハードウェアを、Cell Reference Set 

2（CRS2）のフレームワークから異なる東芝製マルチメディアSoCへ変更し、

メディアフレームワーク層が容易に移植できることを確認した。図３－２０

に本移植性評価の実施内容を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２０ 本移植性評価の実施内容 



149 
 

 

表３－１４に本評価に用いたユースケースを示す。また、表３－１５に東

芝製マルチメディアSoC上で実装したOMI関数の評価結果を示す。OMI関数に

ついてユースケース毎で見ると「チャンネルスキャンの中断」処理に関して

は、OMI関数を使用しなかった。本処理については、ミドルウェアである

Channel ScannerモジュールでNITのセット/リセットを繰り返すというミド

ルウェアで閉じた処理となっているため、スキャンの中断が要求された場合

は、OMI関数については使用せずに中断されるため、OMI関数を使用せず実現

している。「情報表示」についても同様にミドルウェアで閉じた処理となっ

ているため、OMI関数については使用していない。 

 

表３－１４ ユースケース 
ユースケース 意味 

起動 チェーン状態を Executing への遷移 

停止 チェーン状態を Unloaded への遷移 

チャンネルスキャン実行 
チェーン状態は Executing で、DTV 停止状態からチャンネルス

キャン実行状態への遷移 

チャンネルスキャン中断 
チャンネルスキャン実行中からの中断で、チェーン状態は

Executing で、DTV は再生状態を維持 

DTV 視聴開始 チェーン状態は Executing で、DTV 再生開始状態への遷移 

DTV 視聴停止 チェーン状態は Executing で、DTV 再生停止状態への遷移 

チャンネル切り替え リモコン操作による選局指定(Up/Down キーによる切り替え) 

マルチオーディオ切り替え リモコン操作によるマルチオーディオ切り替え 

クローズドキャプション切り替え リモコン操作による字幕の表示／非表示の切り替え 

情報表示 ビデオ、オーディオストリーム情報、チューナの受信感度 

 

表３－１５ OMI関数の評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－１６に東芝製マルチメディアSoC上で実装した制御コマンドの評価

 

関数

実
装
状
況

起
動

停
止

チ
ャ
ン
ネ
ル
ス
キ
ャ
ン
実
行

チ
ャ
ン
ネ
ル
ス
キ
ャ
ン
中
断

D
T
V
視
聴
開
始

D
T
V
視
聴
停
止

チ
ャ
ン
ネ
ル
切
替

音
声
多
重
切
り
替
え

マ
ル
チ
音
声
切
り
替
え

情
報
表
示

ク
ロ
ー

ズ
ド
キ

ャ
プ
シ

ョ
ン

備考

OmiInit() ○ ○

OmiDeinit() ○ ○

OmiCreateChain() ○ ○

OmiReleaseChain() ○ ○

OmiControlChain() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OmiSetEventMask() ○ ○ ○

OmiSetCallbackChain() ○ ○ ○

OmiGetMessage() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OmiFreeMessage() ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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結果を示すこの表より、本プロジェクトで策定された制御コマンドを用いて、

デジタルテレビアプリケーションを開発しコマンドの有用性を示すことが

できた。一部の実装していない制御コマンドがあるが、これは本評価システ

ムのソフトウェア環境により実装できなかったものである 

 

表３－１６ 制御コマンド評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表

３－１７に東芝製マルチメディアSoCが実装したOMIイベントの評価結果を

示す。この結果、本プロジェクトで策定されたOMIイベントを用いてデジタ

ルテレビアプリケーションを開発しイベントの有用性を証明することがで

きた。 

 

 

 

 

 

 

 

実
装

起
動

停
止

チ

ャ
ン
ネ
ル
ス
キ

ャ
ン
実
行

チ

ャ
ン
ネ
ル
ス
キ

ャ
ン
中
断

D
T
V
再
生

D
T
V
再
生
停
止

チ

ャ
ン
ネ
ル
切
替

音
声
多
重
切
替

マ
ル
チ
音
声
切
替

情
報
表
示

ク
ロ
ー

ズ
ド
キ

ャ
プ
シ

ョ
ン

備考

OMI_CMD_RUN ○ ○
OMI_CMD_STOP ○ ○
OMI_CMD_GET_STATUS ○ ○
OMI_CMD_GET_STC ×
OMI_CMD_ALLOC_BUFFER ○ ○ ○ ○ ○
OMI_CMD_GET_BUFFER_INFO ×
OMI_CMD_FREE_BUFFER ○ ○ ○ ○ ○ ○
OMI_CMD_RELEASE_BUFF_DATA ○ ○ ○ ○
OMI_CMD_SET_CONFIG ×
OMI_CMD_GET_CONFIG ×

OMI_CMD_DEMUX_SET_PES_FILTER ○ ○ ○ ○ ○ (*1 )
OMI_CMD_DEMUX_GET_PES_FILTER ×
OMI_CMD_DEMUX_CLEAR_PES_FILTER ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (*1 )
OMI_CMD_DEMUX_SET_SECTION_FILTER ○ ○ ○ ○
OMI_CMD_DEMUX_GET_SECTION_FILTER ×
OMI_CMD_DEMUX_CLEAR_SECTION_FILTER ○ ○ ○ ○ ○

OMI_CMD_CA_INIT ×
OMI_CMD_CA_GET_INFO ×
OMI_CMD_CA_SEND_CMD ×

OMI_CMD_DESC_SET_ECM ×
OMI_CMD_DESC_GET_ECM ×
OMI_CMD_DESC_CLEAR_ECM ×
OMI_CMD_DESC_SET_ID ×

OMI_CMD_VIDEO_GET_STREAM_INFO ○ ○ ○
OMI_CMD_VIDEO_START_RCV_CC708 ○ ○
OMI_CMD_VIDEO_END_RCV_CC708 ○ ○

OMI_CMD_AUDIO_GET_STREAM_INFO ×

ビデオデコーダ制御

オーディオデコーダ制御

コマンド

共通制御

Demux制御

CA制御

デスクランブル制御
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表３－１７ イベント評価結果 

 

イベント
実
装

起
動

停
止

チ
ャ
ン
ネ
ル
ス
キ
ャ
ン
実
行

チ
ャ
ン
ネ
ル
ス
キ
ャ
ン
中
断

D
T
V
視
聴
開
始

D
T
V
視
聴
停
止

チ
ャ
ン
ネ
ル
切
り
替
え

音
声
多
重
切
り
替
え

マ
ル
チ
音
声
切
替

情
報
表
示

ク
ロ
ー

ズ
ド
キ

ャ
プ
シ

ョ
ン

備考

OMI_EVT_DEMUX_SECTION_DETECTED ○ ○ ○ ○

OMI_EVT_DEMUX_PRV_PES_DETECTED ×

OMI_EVT_DEMUX_DISRUPTION_DETECTED ×

OMI_EVT_CA_CARD_CHANGE ×

OMI_EVT_CA_CARD_RESPONSE ×

OMI_EVT_CA_CARD_FAILED ×

OMI_EVT_VIDEO_PROPERTY_CHANGE ○ ○ ○ 一部未サポート

OMI_EVT_AUDIO_PROPERTY_CHANGE ○ ○ ○ ○ ○ 一部未サポート

OMI_EVT_VIDEO_CC708_RCV ○ ○

 
 

 ③異なる基本ソフトウェア間でのメディアフレームワーク層の移植性 

OMI移植性の評価を行うために、平成20年度の評価システムとして開発した

デジタル放送視聴アプリケーションのメディアフレームワーク層を、Cell 

Reference Set 2（CRS2）のフレームワークを用いたメディアフレームワー

ク層上へ容易に移植できることを確認した。図３－２１に本移植性評価の実

施内容を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２１ 本移植評価の実施内容 

 

 ④異なるハードウェア間でのアプリケーション層の移植性 

成20年度事業成果のうちNEC エレクトロニクス社製のデジタルTV 用システ

ムLSI(EMMA2TH/H)を搭載したデジタルTV 用評価ボード上に構築されたアプ

リケーションおよびISDB-T再生用メディア処理ミドルウェアを、同社の新型

デジタルTV 用システムLSI(EMMA3TL)へ移植し、異なるハードウェア間での

アプリケーション層の移植性が有効であることを確認した。図３－２２にデ
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ジタルTVソフトウェアにおけるアプリケーション層の移植イメージを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２２ アプリケーション層の移植イメージ 

 

本評価において移植上の問題がないことを確認したOMI関数の一覧を表３－

１８に、OMI制御コマンド/イベント一覧を表３－１９に示す。また、デジタ

ルTVアプリケーションとミドルウェアを実行させ、ハードウェアの違いをメ

ディアフレームワーク層が吸収し、デジタルTVシステムとして移植元システ

ムと同じ動作をしていることを確認した。 

 

表３－１８ 実証セットに実装したOMI関数一覧 

Open Media Interface関数 実

装

状

況 

備考 

OmiInit() 実  

OmiDeinit() 実  

OmiCreateChain() 実  

OmiReleaseChain() 実  

 

 

EMMA3TL 向けデジタル TV ソフトウェア EMMA2TH/H 向けデジタル TV ソフトウェア 

アプリケーション層 

アプリケーション 

ISDB-T 再生用 

メディア処理ミドルウェア 

EMMA2TH/H 向け 

メディアフレームワーク層 

DIA-MF 

ISDB-T 再生 

メディアコンポーネントチェーン 

OMI 

アプリケーション層 

アプリケーション 

ISDB-T 再生用 

メディア処理ミドルウェア 

EMMA3TL 向け 

メディアフレームワーク層 

DIA-MF 

ISDB-T 再生 

メディアコンポーネントチェーン 

OMI 

移植 

EMMA2TH/H リファレンスボード EMMA3TL リファレンスボード 

平成 20 年度のシステム 平成 21 年度のシステム 

移植部分 
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OmiControlChain() 実  

OmiSetEventMask() 実  

OmiSetCallbackChain() 実 未使用1

OmiGetMessage() 

 

実  

OmiFreeMessage() 実  

 

 表３－１９ 実証セットに実装したOMI制御コマンド/イベント一覧 

Open Media Interface制御コマンド/イベ

ント 

実

装

状

況 

備考 

OMI_CMD_RUN 実  

OMI_CMD_STOP 実  

OMI_CMD_GET_STATUS 実  

OMI_CMD_GET_STC 実  

OMI_CMD_ALLOC_BUFFER 実  

OMI_CMD_GET_BUFFER_INFO 実  

OMI_CMD_FREE_BUFFER 実  

OMI_CMD_RELEASE_BUFF_DATA 実  

OMI_CMD_SET_CONFIG 実  

OMI_CMD_GET_CONFIG 実  

OMI_CMD_DEMUX_SET_PES_FILTER 実  

OMI_CMD_DEMUX_GET_PES_FILTER 実  

OMI_CMD_DEMUX_CLEAR_PES_FILTER 実  

OMI_CMD_DEMUX_SET_SECTION_FILTER 実  

OMI_CMD_DEMUX_GET_SECTION_FILTER 実  

OMI_CMD_DEMUX_CLEAR_SECTION_FILTER 実  

OMI_CMD_CA_INIT 未 実証セット仕様上の制

約2

OMI_CMD_CA_GET_INFO 

 

未 実証セット仕様上の制

約 

OMI_CMD_CA_SEND_CMD 未 実証セット仕様上の制

約 

OMI_CMD_DESC_SET_ECM 未 実証セット仕様上の制

約 

OMI_CMD_DESC_GET_ECM 未 実証セット仕様上の制

約 

OMI_CMD_DESC_CLEAR_ECM 未 実証セット仕様上の制

                        
1 OMI 関数として実装済みだが、デジタル TV アプリケーション、同ミドルウェアが使

用していない 
2 本実証セットが B-CAS カードをサポートしていない仕様上の制約による未実装 
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約 

OMI_CMD_DESC_SET_ID 未 実証セット仕様上の制

約 

OMI_CMD_VIDEO_GET_STREAM_INFO 実  

OMI_CMD_AUDIO_GET_STREAM_INFO 実  

OMI_EVT_DEMUX_SECTION_DETECTED 実  

OMI_EVT_DEMUX_PRV_PES_DETECTED 実  

OMI_EVT_DEMUX_DISRUPTION_DETECTED 実  

OMI_EVT_CA_CARD_CHANGE 未 実証セット仕様上の制

約 

OMI_EVT_CA_CARD_RESPONSE 未 実証セット仕様上の制

約 

OMI_EVT_CA_CARD_FAILED 未 実証セット仕様上の制

約 

OMI_EVT_VIDEO_PROPERTY_CHANGE 制 一部のビデオコーデッ

クに対応 

OMI_EVT_AUDIO_PROPERTY_CHANGE 制 一部のオーディオコー

デックに対応 

 

⑤ISDB-T以外他地域視聴対応 

平成20年度事業成果であるデジタルTV 用ソフトウェアから、ミドルウェア

及びアプリケーションをISDB-T仕様以外の他地域のDTV用ソフトウェア（評

価では北米ATSC規格）に変更し、ISDB-T仕様のメディアフレームワーク層が

他地域のDTVへ容易に対応できることを確認した。ソフトウェアの移植イメ

ージを図３－２３に示す。 
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OMI API

アプリケーション

DTV再生用ミドルウエア

DTV再生

メディアコンポーネントチェーン

DIAメディアフレームワーク

メディアフレームワーク層

μITRON仕様OS

変更

OMI API

アプリケーション

ISDB-T再生用ミドルウエア

ISDB-T再生

メディアコンポーネントチェーン

DIAメディアフレームワーク

メディアフレームワーク層

μITRON仕様OS

OMI API

アプリケーション

DTV再生用ミドルウエア

DTV再生

メディアコンポーネントチェーン

DIAメディアフレームワーク

メディアフレームワーク層

μITRON仕様OS

変更

OMI API

アプリケーション

ISDB-T再生用ミドルウエア

ISDB-T再生

メディアコンポーネントチェーン

DIAメディアフレームワーク

メディアフレームワーク層

μITRON仕様OS

OMI API

アプリケーション

ISDB-T再生用ミドルウエア

ISDB-T再生

メディアコンポーネントチェーン

DIAメディアフレームワーク

メディアフレームワーク層

μITRON仕様OS
 

 

図３－２３ ソフトウェアの移植イメージ 

 

 

（９）標準化支援活動 

メディア・インタフェース用API（OMI）を業界に広く普及させるため機器メ

ーカー、ミドルウェアメーカー、半導体メーカーによる協議会と連携し本API

のレビューを協議会参加各社に実施いただき、フィードバックを仕様に反映

させた。 
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３－１－３－Ｃ 特許出願状況等 

 

表３－２０ 特許・論文等件数 
要素技術 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 

メディア

・インタフ

ェース用

拡張API仕

様策定 

0 0 1 0 0 0 0 

計 0 0 1 0 0 0 0 

 

表３－２１ 論文、投稿、発表、特許リスト 

 

 

 

３－２－Ｃ 目標の達成度 

 

表３－２２．目標に対する成果・達成度の一覧表 

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

纏めた。 

 

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

る評価開発システム上

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

達成 

 題目・メディア等 時期 

特許 出願No.2010-163778 マルチメディア処理システム及び

方法 

H22/7/

21 

出願 
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いては各メディア・イ

ンタフェース用API仕

様書に対してフィード

バックを行った。 

 

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

再生編」、「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再生編」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、

開発評価システム上で実

証開発を行い、これらの拡

張仕様が機能面、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エレクトロニク

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

能とする。 

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%削減できること、

また、他のLSIへ開発し

達成 
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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

を導入することによる

レスポンス低下率は限

定的（1%～4%）である

ことを確認した。 

 

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 

HAL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

対応ブートローダーと

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

イスドライバは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

いてソフトウェア移植は

再利用性に関し、ISDB-T

以外の他地域対応ミドル

ウェアによる視聴検証を

行う。更に、OS変更による

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 

ISDB-T以外の他地域対

応のミドルウェアの移

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

アフレームワークが他

の基本ソフトウェアや

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。 

達成 

標準化支援

活動 

協議会と連携してメディ

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 
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４－Ｃ 事業化、波及効果について 

 

４－１－Ｃ 事業化の見通し 

本プロジェクトで策定したAPIが事実上の標準となり、多くのミドルウェアな

どに採用されることが最終目標である。しかし、これは一朝一夕には達成困難で

あり、プロジェクト終了後も地道な努力が必要である。そこで、ここでは本プロ

ジェクトの主な参加企業である個々の半導体メーカの立場で、この最終目標に近

づくための今後のシナリオについて説明する。 

まず、半導体メーカは可能な限り多くの情報家電向けSoCチップに本APIを採用

したソフトウェア・プラットフォームを開発し、提供することが重要である。本

APIを採用したソフトウェア・プラットフォームが増えるにつれて、ミドルウェ

アメーカも本APIに対応する動機が強くなり、結果として本APIに対応したミドル

ウェアが増加することが期待される。本APIに対応したミドルウェアが増加する

につれて、ミドルウェアの流用性が高まり、徐々に後述の波及効果が出てくるこ

とが期待される。普及が進めば進むほど、コスト削減効果が大きくなってくるの

で、これが新たな参加者を引き寄せ、本格的な普及につながると期待される。 

しかし、半導体メーカが本APIを採用したソフトウェア・プラットフォームを

提供するだけでは、本APIを使ったミドルウェアがなかなか増えない可能性もあ

る。この課題を突破するためには、①本APIを採用した製品の蓄積と、②半導体

メーカによる積極的な本APIの普及活動が重要である。 

①は、半導体メーカがソフトウェア開発の主導権を取れるような案件において、

積極的に本APIを採用していくことが求められる。これにより、本APIの採用実績

が増えるだけではなく、本APIに対応したミドルウェアが増えることにもつなが

る。 

②の具体的な手段としては、各社のSoC事業のパートナープログラムなどの場

を使って、本APIを普及するための各種の施策を実施することが有効と思われる。

本APIの単純な紹介だけではなく、①の採用事例の説明などを加え、ミドルウェ

アメーカの採用意欲を高めるような施策が必要である。 

 

４－２－Ｃ 波及効果 

本プロジェクトで策定したAPIが普及した暁には、このAPIを採用した関連企業

には、次のような効果が期待できる。 

 

 情報家電機器メーカ 

開発する装置以外にも転用可能なソフトウェアが増加することで、装置

開発時のソフトウェア開発費(調達を含む)を削減できる。また、市場形成

時から成熟期までソフトウェア・プラットフォームのロングライフ適用が

可能となり、プラットフォームの変更コストを削減できる。 

さらに、本APIで動く複数のミドルウェアの中から、それぞれの装置に

最適なミドルウェアを選択可能となり、機種展開も容易になる。 

 ミドルウェアメーカ 
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本APIによりハードウェアの差が隠蔽され、複数の半導体メーカのLSIへ

の対応が容易になり、ビジネス機会が拡大する。 

 半導体メーカ 

多くのミドルウェアメーカが本APIに対応したミドルウェアを開発する

ことにより、ミドルウェアの整備費用の削減が可能となる。また、本API

により、LSI開発前にミドルウェア整備が進むため、LSI開発後直ちに市場

参入が可能となる。 

 

すなわち、このAPIを利用することで、情報家電業界全体としては次のような

波及効果が期待できる。 

 

(1) コスト削減 

生産プロセス内での再利用性向上により、開発コストが削減できる。また、仕

様共通化によるソフトウェア流通促進により、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、プラットフォームのロングライフ活用によるコスト

低減ができる。 

 

(2) 市場拡大 

半導体メーカ、ミドルウェアメーカ、SI’erなどの関連企業の情報家電装置の

開発に必要な補完協力関係が促進され、新たな情報家電分野への水平分業型サプ

ライヤー体制を形成し、普及型装置の低価格化に貢献、ひいては、市場の拡大を

加速できる。 

また、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、商機展開を図れる。 
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５－Ｃ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

 

５－１－Ｃ 研究開発計画 

 
図５－１ 研究開発計画 

 

（１）標準ソフトウェア・プラットフォーム開発活動 

標準ソフトウェア・プラットフォーム開発は、初年度に基本となるデジタルテ

レビ視聴機能関連ＡＰＩの開発と実証実験、２年目にネットワーク関連の複合機

能を実現する拡張ＡＰＩの開発および実証実験、を計画した。特にＨ２１年度は、

製品化を想定した「使い易さの向上」と「適用範囲の拡大」のための研究開発を

実施し、実証実験を通じてＡＰＩの実機への適用評価を計画した。また、技術開

発の途中段階で、標準ソフトウェア・プラットフォームの仕様書を作成し、それ

らを次世代情報家電ソフトウェア・プラットフォーム協議会で説明、レビュー依

頼することにより、ユーザニーズの早期反映を狙った。 

 

（２）協議会活動 

標準ＡＰＩのレビューとフィードバック活動については、初年度から次世代情

報家電ソフトウェア・プラットフォーム協議会で開発成果の説明を随時行い、積

極的にユーザの意見を反映する計画とした。標準化方針検討活動については、初

年度に水平分業ビジネスモデルの検討をスタートし、２年目から具体的標準化方

式検討や標準化運営体制検討を行う計画とした。 

 

５－２－Ｃ 研究開発実施者の実施体制・運営 

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、技術研究組合超先端電子技

術開発機構(ASET)が経済産業省からの委託を受け、その組合員であるＮＥＣエレ

クトロニクス株式会社、株式会社東芝と株式会社ルネサステクノロジが研究開発
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を担当した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２ 実施体制 

 

プロジェクトは、ＤＩＡ－Ｎ研究室、ＤＩＡ－Ｔ研究室とＤＩＡ－Ｒ研究室の

３研究室体制とし、各研究室共同で基本および拡張ＡＰＩ仕様の研究開発を行い、

各研究室で分担して実証実験と評価を担当した。協議会活動についてはＡＳＥＴ

を事務局とする次世代情報家電ソフトウェア・プラットフォーム協議会を平成２

０年１１月に設立して参加者を広く募集し、研究開発の参加会社が幹事会社とな

って、活動した。 

本事業の運営管理は、研究開発については計画・成果の妥当性を審議するため

に、ＡＳＥＴ内の次世代情報家電ソフトウェア・プラットフォーム研究部におい

て運営会議を実施し、協議会活動については、幹事会社を中心に活動内容を検討

し、協議会総会にて審議した。 

 

 

５－３－Ｃ 資金配分 

事業資金は、当初８５０百万円の計画に対し、実績は８１７百万であった。計

画に対して３３百万円(約４％)の不用があった。 

事業資金のプロジェクト内部での配分は、ＤＩＡ－Ｎ研究室４５％を、ＤＩＡ

－Ｔ研究室に３４％を、ＤＩＡ－Ｒ研究室に２１％を配分した。 

 

 

 

 



163 
 

表５－１ 資金配分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－４－Ｃ 費用対効果 

４－２－Ａ節で述べたとおり、本プロジェクトで策定したAPIを使用すること

で、ミドルウェアの開発費用や、半導体メーカのミドルウェア整備費用、情報家

電機器メーカのソフトウェア開発費用などの削減が期待できる。本APIを使用し

て組み込み機器の開発を行った場合、本APIを使用しなかった場合と比べて、経

験上は5%程度の開発費削減が期待できる。 

一方、下図のとおり組み込み機器のソフトウェア開発費用は増加の一途である。 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

年

兆
円

 
図５－３ 組み込みソフトウェア開発費の推移3

 

 

現時点では、本プロジェクトで策定したAPIの将来における普及率は未知数で

あるが、例えば5年後の2014年(ソフトウェア開発費の推定値は約8.5兆円)におい

て5%程度のソフトウェア開発に適用できたとしても、212億円程度の開発費用削

減が期待できる。 

                        
3 2009 年 6 月 経産省商務情報政策局情報処理振興課「組み込みソフトウェア産業活性化プラン」よ

り (2010 年以降は予測値) 

817,056397,063419,993合計

173,963119,65954,304人件費、外注費DIA-R研究室

278,455117,411161,043人件費、外注費、借料DIA-T研究室

364,638159,993204,645人件費、外注費、借料DIA-N研究室

合計
平成21年度

（実績）
平成20年度

（実績）
内訳

（単位：千円）

817,056397,063419,993合計

173,963119,65954,304人件費、外注費DIA-R研究室

278,455117,411161,043人件費、外注費、借料DIA-T研究室

364,638159,993204,645人件費、外注費、借料DIA-N研究室

合計
平成21年度

（実績）
平成20年度

（実績）
内訳

（単位：千円）



164 
 

さらに、このような直接的な開発費用の削減の他に、ミドルウェアのプラット

フォーム展開の容易化による業界の活性化なども期待でき、投資額に対して十分

な効果が期待できる。 

 

 

５－５－Ｃ 変化への対応 

 本技術開発遂行期間中に、情報処理家電向け非競争領域として、メディア処理

インターフェースを確立し、組み込みソフトウェア・メーカーで共有し活用して

いくことの有効性はなんら変化していない。むしろ、日本の競争力強化の為には、

共通のAPIを使ってソフトウェア開発効率を向上させ、より競争力のある技術開

発へシフトする必要性がますます高まっている。本技術の重要性の変化は無いと

言ってよい。 

 一方、この２年間で、組み込みソフトウェアの領域で、オープン・ソース・ソ

フトウェアが台頭してきている事も事実で、本技術開発遂行に当たって、表に示

すように、情報処理家電向けの本技術の強みと、オープン・ソース・ソフトウェ

アの代表としてGStreamerの役割を比較分析した。結論は、オープン・ソース・

ソフトウェアが組み込みソフトウェア開発の領域で全てを解決するような変化

に見えるが、本技術開発で扱うメディア処理インターフェースの技術とは、開発

するソフトウェアの構成レイヤが異なることを確認し、本技術開発の重要性は変

化していないことを確認した。更に、本技術を活用して、オープン・ソース・ソ

フトウェアの方式を活用して、本技術開発で確立したメディア処理インターフェ

ースを構築する方法も、本技術開発により知識の蓄積がなされており、今後、相

互に有効に接続させる可能性もソフトウェア開発の効率化へ貢献できる技術と

なっている。 

           表５－２ OMIとGStreamerの比較 
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第４章 技術に関する施策評価 
 

この章における枠囲み外の【肯定的意見】と【問題点・改善すべき点】に述べられた

評は、各有識者個別の意見を記載したものである。 

 

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、その変化を次の施策に適宜反映することが必要である。 

 

【肯定的意見】 

・国の目的、それを受けたMETIの政策は妥当である。 

・取り組みの分野は良い。特に大量データの利活用は重要。 

現在、仮想世界と実世界の融合した社会インフラや社会サービス(CPS, Cyber 

Physical Systems)が世界的なテーマになり重要になっていることをみると、大航海

プロジェクトの先見性を評価できる。とくに今後のCPSにおける研究やビジネスを推

進していく上で当プロジェクトは貴重な気づきと方向性を与えたと考える。今後は、

社会的費用の見える化や劇的な削減や新しい社会構造に向けたイノベーションにむ

けても成果を発展できるとよい。 

・大航海プロジェクトは面白い技術を沢山生み出している。また，JASPARを中心とした

自動車用ミドルウェアのプロジェクトでは，実質的に世界標準となっているAUTOSAR

規格への日本メーカの対応に大きな支援を与えた。三つ目の家電用APIも当時は戦略

的なものと位置付けることは可能であった。 

・（施策の目的の妥当性）：情報サービス・ソフトウェア産業政策に関して、ミクロな

側面からマクロな側面に至るまで、技術動向、市場動向、波及効果等に関する精査が

十分になされ、その上での「選択と集中」の観点から、技術施策として「大量データ

利活用」関連と「組込みソフトウェア」関連の二つに特化した経過は妥当であると考

える。特に、これらの二つの技術施策課題に対する社会的なニーズの高さに関しては

疑う余地がない。 

（施策の政策的位置付けの妥当性）：「大量データ利活用」関連と「組込みソフトウ

ェア関連」の２分野の重要性については、報告書に列挙されているように、政府計画

等において再三にわたり重要な課題として位置づけられてきており、政策的位置の意

義付けが十分になされている。また、国際的な動向に関しても、近年、これら２分野

については特に欧州で活発な動きがあり、これら海外の動きを看過することは国際競

争力の観点からも禍根を残す事態に至ることが懸念され、その意味からも２分野を強

力に推進したことの意義は大きい。 

（国の施策としての妥当性、国の関与の必要性）：この観点から特に評価したいのは、

「大量データ利活用」に関して、経済産業省、総務省、文部科学省との間で強力に推

進された科学技術連携施策群の大きな成果である。評価者は、この科学技術連携施策

群の主監として全体のコーディネーターの役割を果たしたが、３省の施策が有機的な
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関係のもとで強い連携が図られ、顕著な成果を収めることができた。 

・変化の激しい先の見えない環境の中で、既存の産業育成とイノベーションというある

意味で相反するベクトルを融合させるための方向性（あるべき姿）を示せている。特

に、情報サービス産業とソフトウェア産業を区別し、それぞれの向かうべき方向性が

明確である点が評価できる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・技術環境、市場環境が変化した時の戦略を作ること。戦略とは、リスクを予見し、幾

つかのオプションを準備し、必要に応じて修正をしていくことであり、フォローアッ

プをMETI自身で行うことである。政策については、「国全体の政策の為の科学技術」

と「科学技術振興の為の政策」の違いを理解していない大学と公的研究機関である現

場に課題があると思う。しかし、政策執行担当の役人は、それを承知の上で現場のわ

がままに寛容と忍耐を持って支援して欲しい。 

・目標設定に、測定可能な指標があった方が良い。目標設定における前提も明確にして

おく必要がある。もし環境変化で前提が変わるようなことがあれば、目標達成はでき

ないが、なにが将来にむけて財産になるのか明確にする必要がある。 

ソフトウェア工学、共通基盤プロジェクトについては、クラウドのインフラの台頭

が予測されたなか、国際的開発ツールを備えた中小向けのクラウド上の開発基盤の提

供があっても良かった。 

・情報技術は変化が激しい。その変化への対応が十分ではない。大航海プロジェクトが

目指した仮想世界と実世界を融合したサービスは当時では斬新であったが，現在は世

界中が目指すサービスとなっている。非グーグルという合言葉で始めた開発方向にグ

ーグル自体が進んでいる。このグーグルの転換を踏まえた上でのプロジェクトの修正

が必要だったのだろう。 

  次に技術開発に偏重し，それで日本の製造業が世界を牛耳るという戦略が見えない。

大航海プロジェクトのビジネスモデルはグローバルな視点を欠き，沿岸航海に終始し

た。自動車用ミドルウェアの開発は，世界規格対応であって，世界を牛耳るものでは

ない。追いつき，追い越せという２０世紀モデルではなく，日本の良さを踏まえた上

での日本の優位性構築に向けたプロジェクトでなければならない。 

・（国の施策としての妥当性、国の関与の必要性）：「組込みソフトウェア」に関して

は、より高度な戦略性のもとでの国の関与が重要かと思われる。世界の競争相手を巻

き込み、真に世界のリーダーシップを発揮していく方針であるならば、さらなる「選

択と集中」を敢行し、車載組込みソフトウェアか情報家電組込みソフトウェアのどち

らか一方に絞り、集中的に国が関与することも有り得たと思われる。つまり、中途半

端になっていないかが懸念され、完全な民間ベースか、徹底して世界に打って出てい

くかの見極めが肝要である。 

・具体的な施策は、情報サービスを、旧来の枠組みでしか捉えられていない可能性があ

り、ここからのイノベーションの余地は低い。装置産業的、内向きの品質改善型、ハ

ードウェアの成功体験を引きずったままの感じが根強い。特に、日本のSIerが極端に

弱いエンタープライズ系のソフトウェアあるいは情報サービスが持っている大きな

可能性（市場性）を、クラウドというバズワードでひとくくりにしている点が問題。

欧米の企業にキャッチアップする戦略ではなく、互角に戦うための戦略を模索すべき。 

現状維持的な発想をあらため、１０ 年後にIT の世界で欧米企業に勝つための戦略

を結果から逆算して再構成する議論が必要。ユーザ企業ではなく、ITベンダーまたは

ITサービス企業が既存の自動車産業に代わるように外貨を稼ぐ産業とするためのト

ップダウンな議論をあえてやるべき時期にある。 
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２．施策の構造及び目的実現見通しの妥当性 

 

「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。 

 

【肯定的意見】 

・産業界を巻き込めることが他省庁では出来ないMETIプロジェクトの特徴であり、他省

庁との相対比較ではトップであるが、海外も展望した絶対評価では不満が残る。 

・大量データの利活用は順調に成果をだしており、次の施策への布石になっている。 

大航海プロジェクトは、物理インフラとデジタルインフラの融合された新しい社会

インフラや社会サービスを構築していくための礎石を作ったと考えられる。その点タ

イムリーで重要なプロジェクトであった。プライバシーとサービスの関係、CPSにお

ける大規模リアルタイムデータ処理技術の必要性の認識、著作権の改定など今後の基

礎となるものである。さらに多くの研究者のベクトルを合わせた意義は評価できる。 

・大航海プロジェクトは野心的である。その意味では高く評価できる。 今後，10年世

界が範とする開発結果だと思う。自動車用ミドルウェアの開発も世界規格に日本が対

応するという意味では適切なプロジェクトだったと思う。三つ目の家電ミドルウェア

は狙いは斬新であった。 

・（現時点において得られた成果は妥当か）：「大量データ利活用」関連に関しては、

当初の目的以上の成果が得られたと判断する。また、「組込みソフトウェア」関連に

ついては堅実な成果が得られたと判断できる。総じて「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と判断する。 

（事業（プロジェクト等）が適切に配置されているか）：「組込みソフトウェア」関

連については、社会的な要請も踏まえ、「選択と集中」の観点から我が国の基幹産業

である自動車産業と情報家電産業に具体的な事業を限定して遂行したことは評価され

る。 

・標準化の問題、プラットフォームの視点、そして製品アーキテクチャー（あるいはビ

ジネスアーキテクチャー）の観点から、個別の企業ではなく産業全体のインフラとな

りうる施策を選んで実施している点が評価できる。また、法規制の問題や、個人のセ

キュリティの問題など、公的な機関が行うべき内容について、施策を通して、具体的

な実証実験を行いながら、関係団体を協調して具体的な成果につなげている点が評価

できる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・事業のフォローアップを効果的に進めた役人を評価するシステムが霞ヶ関では欠けて

いる。インセンティブを与えない国の責任は重い。決定権は霞ヶ関にあるのであれば、

深い技術管理の議論も出来る確かな有識者の「審議会」をうまく活用してほしい。主

査の人選と、主査の育成が肝要。 

・IT投資効率向上のための共通基盤開発、産学連携ソフトウェア工学実践事業の両者が

狙った領域での国の産業界に与えたインパクトを定量的に測る必要がある。両者とも
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この数年にクラウドサービスの台頭、オープン化、グローバル化の進展で大きく環境

が変化したと考えられる。その点当初達成しようとした産業界、経済へのインパクト

をもう一度見直してみる必要がある。 

・評価できる点はあるものの，個別には問題も多い。日本の過去は技術的優位性だけで

は世界を牛耳れないことを示している。世界の流れと自国の技術を踏まえた上での，

しっかりした方向性の把握。その上での標準化，オープン化，特許化，隠蔽化などの

戦術の柔軟に選択していくことが必要である。このためには，国内に視点を置いた開

発はやめて，常に世界で売れる技術か否かという視点でのプロジェクト選択が必要で

ある。 

その観点から言えば、大航海プロジェクトは、その成果が正しくビジネスに反映さ

れない可能性がある。また、AUTOSAR関連のプロジェクトは、この内容では日本の優位

性への貢献は低コスト化だけになる。日本の技術開発の魂と言うべき「擦り合わせ」

が可能な技術開発、国際標準が必要である。最後の家電用ミドルウェア開発は、時代

の変化に即したプロジェクトの見直し体制が不足していた。そのため、プロジェクト

終了時には世界の流れから置いていかれる結果となってしまった。これは、プロジェ

クト担当者の問題と言うよりは、施策側の問題であるといえる。 

・（現時点において得られた成果は妥当か）：「組込みソフトウェア」関連については、

二つの事業の国内・国際的な波及効果がどれだけ得られているかが明確ではない。特

に、情報家電に関する組込み基盤ソフトウェアに関する成果の普及については、今後

も地道な宣伝活動が継続的に遂行されることが重要である。 

（事業（プロジェクト等）が適切に配置されているか）：「組込みソフトウェア」関

連の予算配分については、「１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性」のコメント

に記した通りである。また、スケジュール的には、どの事業も期間的に短く、まさに

大きな成果が得られかけ始めた時点においてプロジェクトの終了時期が来てしまって

いるように思われ、予算の投資効果が十分に発揮されたかどうかは検討を要する。も

う少し長期間にわたる事業にすべきであった、と思われる。 

・全体的な印象として、プロジェクト実施に対する成果の具体的な評価方法及びそれに

対する責任範囲が曖昧である。また、変化が激しい社会環境の中で、予想された成果

があがりそうにないプロジェクトを軌道修正する仕組み、あるいはそこから次ステッ

プへの教訓や二次的成果を吸い上げる具体的な仕組みがないように見える。一般論を

いえば、評価は、実施する労力に匹敵するくらいの時間と知識を要するため、現状の

しくみでは十分な評価、あるいは監視機能は期待できないだろう。また、成果のフィ

ードバックや普及のための場が設定されていないために、貴重な資産が活かされない

危険性もある。 
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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。 

 

 

【肯定的意見】 

・「もの作り」と異なり、「見えないソフトウェア」の可視化に貢献している。ただし、

成功、不成功にかかわらず、尻切れトンボになることへの配慮を一層強くしてほしい。 

・国が大きな流れのなかで方向性を示した点は非常に重要である。特に情報大航海プロ

ジェクトはタイムリーであった。 

・技術的には成果があったと思う。特に大航海プロジェクトの成果をグローバルな視点

でどう活かしていくかは大事である。また，自動車業界のAUTOSAR対応の際の低コス

ト化に貢献したという意味では自動車用ミドルウェア開発の貢献も大きい。最後の家

電用については，チェインと呼ばれるAPIの開発やマルチメディア処理実装などの技

術開発は評価できる。 

・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さま

ざま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、そ

の構造的側面など、全般的に高く評価できる。特に、社会的なニーズの高さ、国際的

な競争力強化の観点からも、本施策の推進は妥当であったと判断する。 

また、「大量データ利活用」関連の事業として推進された「情報大航海プロジェク

ト」は、情報爆発時代に遭遇している現在において、「高い先駆性」、「未踏領域へ

の挑戦」、「データの価値の啓蒙」、「法制度への配慮」など、「科学技術そのもの

のイノベーション」、「ユーザ視点のイノベーション」、法規制や標準化に係わる「ソ

ーシャルなイノベーション」という三つのイノベーションをスパイラル的に実現して

おり、２１世紀における真のイノベーションをいかに創起すべきかの典型例を提示し

た事業として非常に高く評価できる。実際、評価者が、内閣府の用務の一環で欧州地

区に情報技術に関する調査に訪れた際に、「情報大航海プロジェクト」に関する多く

の質問を受け、非常に注目されていることと同時にチャレンジングなテーマへの取り

組みが好評を得ていることを実感した。 

・情報サービス・ソフトウェア産業というカテゴリを、技術の提供者としてのITベンダ

ーあるいはSIer等の視点ではなく、ユーザ側の視点からとらえたプロジェクトに対し

て予算をつけ実施している点が非常に評価できる。むしろ、ユーザ企業の側が、ITベ

ンダーを育てるような構造が（過渡的ではあるが）実現し、その中から、あたらしい

ソフトウェアアーキテクチャー、あるいは製品・サービスアーキテクチャーが生まれ

る可能性があるからだ。また、プラットフォーム化と標準化、あるいは技術先導型の

イノベーションとビジネスモデルとの関わりなどを強く意識した事業の選択となっ

ている点も、非常に好感が持てる。 
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【問題点・改善すべき点】 

・国民への成果のアピールがあまりにも少なすぎる。その理由は、METIが内向き（省内

向き）であることにある。マスコミをうまく取り入れた産業界とも連携したアウトリ

ーチを本気で担当するプロの広報グループ作りも効果があろう。 

・ソフトウェア開発、プラットフォーム開発でこの国のプロジェクトが果たすべき役割

を果たしたのか疑問である。当初の欧米のプロジェクトなどの成果達成などとの比較

も必要だろう。産業界へのインパクトについて定量的判断が必要。組込みも含めたソ

フトウェア開発のなかで国際的品質を担保するためのインフラ、テストデータの充実、

国際的ミドルウェアを備えたプラットフォームの開発など何をやれなかったかの検

証が必要かもしれない。 

・現況、３つのプロジェクトの成果で日本の優位性が確立できたとはいえない。総額、

１５０億円かけたプロジェクトであれば、国民に明るい明日を見せるものでなければ

ならない。そのためには、国内を見ているだけのプロジェクト、技術偏重だけのプロ

ジェクトは排し、日本が世界を実質的にリードできる技術開発を進めていくべきであ

る。それには、技術だけでなく、ビジネスという視点も不可欠だと思う。同時に、変

化は激しい技術開発のプロジェクトでは常に修正と改善をしていく姿勢が不可欠で

ある。始まったプロジェクトが計画通り進んでいること自体が悪であるという認識も

必要かもしれない。 

・情報サービス・ソフトウェアに係る技術に関する施策の遂行に関しては、その国際競

争の激しさが顕著になっており、日本の強みを活かしつつ世界のリーダーシップをい

かに発揮していくかがますます問われる事態に至っている。そのような状況において、

中途半端な施策の実行ではなかなか闘えず、予算配分、プロジェクト推進期間等さま

ざまな観点から「１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性」、「２．施策の構造及

び目的実現見通しの妥当性」の【問題点・改善すべき点】で記したことに特段の配慮

をすべきと考える。 

・施策を選択した側の思惑と、プロジェクト実施者の認識が若干ずれている、あるいは

正しく伝わっていないと思われる部分が見られる。これは、半分は実施者の問題であ

るが、やはり具体的なビジョンがあいまいで、実施にあたってのゴール及び成果に対

する最低限の縛り、あるいは評価指標の具体化、省内あるいは外部と連携したビジョ

ン策定チーム、評価チームの存在感のなさが原因と思われる。評価システムの再構築

が必要と考える。 

また、施策を実現するための課題の中にオープン化、あるいはデファクトスタンダ

ード化を上げているが、この問題は、オールジャパンという枠の中ではもはや実現し

ない。プロジェクトに外資系の企業、あるいは外国企業を参加させることで、標準化

の策定時点からグローバルな体制をとらないと、もはやこの課題は実現しない。プロ

ジェクトの体制、あるいは予算執行の観点から、この問題は大いに検討すべきといえ

る。 
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第５章 技術に関する事業評価 

 

この章における枠囲み外の【肯定的意見】と【問題点・改善すべき点】に述べられた

評は、各有識者個別の意見を記載したものである。 

 

Ａ．情報大航海プロジェクト 

（総合評価） 

 

 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。 

 

【肯定的意見】 

・情報技術（IT）と通信・ネットワーク技術（CT)において、物理面では世界を先導で

きた日本の弱点、応用面とコンテンツ面の強化に挑戦した冒険であった。特に日本社

会の頑ななプライバシーの壁を利便性とリスクのバランス意識改革で穴をあけるこ

とができたことは、国のプロジェクトであるからこそ可能であった。 

・テーマ設定は良い。成果も順調だと考える。このプロジェクトからの次の施策への

lessons learnedを明確にされたい。 

・本プロジェクトを始めた時点で非グーグルという軸を据えて独自性を持ち戦略的に技

術を開発したことは高く評価する。また、開発された技術内容は高度なものであり、

ここ5年の開発の先取りという位置づけをしても良いと思う。 

・高い先駆性： 近年、米国、EU、中国においてサイバーフィジカルシステム、スマー

トシステム等の研究開発が積極的に推進されつつあるが、情報大航海プロジェクトは

正に同じ方向感を2006年の段階で概算要求し、２００７年より推進してきたその先駆

性は非常に高く評価されよう。また、プロジェクトの先進性からEUの会合に多々招待

を受けたことは、評価者が主監を務めた内閣府連携施策群の定期的会合においても何

度も報告を受けており、その国際的認知度も評価される。 

未踏領域への挑戦： 個人の有するデータの利活用に関しては、いずれの先進国にお

いても未着手であったのに対し、その委縮性を乗り越え、先端的な匿名化技術等を駆

使することにより、新しいビジネス領域の可能性と法制度の方向性に関して大きな一

歩を踏み出せたことは、「国家プロジェクト」としての後ろ支えがあったからこそと

見做せ、その取組みは、我が国における企業の期待を正面から支援するものであり、

波及効果も大きく、企業を勇気づけるプロジェクトとして高く評価される。 

データの価値の啓蒙： 評価者はデータベースを専門としているが、我が国の企業に
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おけるデータベース規模は米国に比べるとかなり小さいことが報告されてきている。

一方、Amazon, e-Bayなど所謂インタネット時代のメガサービスは膨大なデータの解

析からそのサービス価値の飛躍的な向上を実現しており、国家プロジェクトにおいて、

「データの価値」を抽出することの有用性を浸透させたことは、国益上大きな意義が

あると言える。 

法制度への配慮： 著作権法の改正を実現し、現行の検索エンジンを合法化する等、

IT企業にとって最も大きな課題とも言える法制度改革に対してもプロジェクト内で

積極的に取り組んだことは特筆に値する。つまり、社会的なイノベーションを創起し

たプロジェクトを言うことができる。 

・非常にチャレンジングなテーマであり、多くの人々の期待を集めた分だけ、ハンデを

背負ったプロジェクトといえるかもしれない。しかし、非Web 情報にも焦点を当てた

点、またWeb 情報と非Web 情報の関係性に着目した点に斬新さがある。膨大な規模の

プロジェクトにも係わらず、一定期間で一定の成果が得られたという点で評価できる。

また、制度的な視点から、法改正や新しい制度のありかたの見極めに対する貢献につ

いても高く評価できる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・ICTの分野における、技術とビジネスモデルは数ヶ月単位で変化している。しかし

Google（ハードウェアに重心を移している）にこだわったことは問題ありとも評価で

きるが、プロジェクト全体の緊張を高めることに有益であった。プロジェクト参加者

の今後の活躍を期待している。 

・個別プロジェクトは非常に面白い。欲をいえば、国のプロジェクトでしかアドレスで

きないような社会的構造や外部不経済をあらわにすること。社会のリアルタイムの変

化を処理できるインフラや技術など萌芽を見せてほしい。 

・非グーグルということで非Webに特化するという戦略は素晴らしかったが、グーグル

も非Webに進出してきている。ヒューマンセントリックかつ実世界と連動したサービ

スというコンセプトは現在のグーグルも持ち合わせている。その意味で、プロジェク

ト開始当初に比べて、本プロジェクトの輝きは薄れている。 

ビジネス面で考えれば、本プロジェクトの成果をいち早く、DOCOMOがコンソルジェ

サービスという形で事業化を図っている。これは評価できる。もっとも、通信料金と

端末料金の区別を厳格化するという施策の変化により新サービス対応の端末普及が

滞っている。合わせて、ガラパゴス携帯からスマートホンという流れで、新サービス

自体が頓挫する可能性がある。このような個人サービスにはグーグルも大きな興味を

持っており、グーグルマップなどのサービスを既に始めている。また、アンドロイド

を搭載したスマートホン化の流れに乗って個人サービスに本格的に進出しはじめて

いる。このような状況で、本プロジェクト参加企業がグーグルを制することが可能か

といえば、懸念を感じざるをえない。これは、技術開発中心で、世界を制覇する戦略

と行動が十分ではないからである。 

大航海という名称を付けたプロジェクトであったが、ビジネス的には現状、近海巡

行に留まっているといえる。そして、巡行中に世界のIT事情が変わったのに、それを

踏まえた方向の修正ができなかったことも問題である。もっとも、この点はプロジェ

クト実行側の問題と言うよりは施策側の問題ととらえている。同時に、本来の大航海

に早く船出して欲しいと念願している。 

・敢えて問題を指摘するならば、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る。ＥＵや米国においても

ITの大型プロジェクトは同様の課題があり、その解決は必ずしも容易ではないが、統
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一メッセージを工夫するなど、より戦略的なアウトリーチ策が考えられたと感じられ

なくない。民間企業にプロジェクト管理を委託する等、従来に比べて、プロジェクト

推進において配慮はされてはいるものの、広報戦略への資金配分の工夫があったとも

言える。なお、これはプロジェクトの推進過程の課題であり、プロジェクトの内容自

身は全く問題なく、10年後には、その先進的なIT分野の開拓の真価は一層高く評価さ

れるものと考える。 

・個別のプロジェクトの横串としての統一した技術、プラットフォーム、あるいは設計

思想のようなものが見えづらい。個々のサービスモデルの開発であれば個々の企業で

あっても可能であり、業界横断的なアウトプット、共通で使える技術などをもう少し

整理して、共通資産として利用可能な形に仕上げる必要があるように思える。 
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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） 

 

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。 

 

【肯定的意見】 

・日本のソフトウェア分野で強い組込みソフトの分野の発展支援でスタートし、それに

見合う成果は得られた。特に競争とオープンイノベーションを現場（企業群）で実施

できたことは、今後の基盤作りに貢献は大きい。 

・テーマは重要である。標準化への取り組みも評価できる。 

・実質的な自動車用のミドルウェア規格であるAUTOSARはヨーロッパ主導である。この

ため，日本の実情にあっていない。自動車各社が国の支援を受けてAUTOSAR対応のソ

フトの開発環境を構築し，日本の実情に合ったAUTOSAR規格の修正を提案したことは

高く評価できる。これにより，従来からのマイコンやネットワークを使って低コスト

でAUTOSAR対応のコントローラを制作できる。 

・車載電子制御システムの基盤ソフトウェアの開発に関して、特にミドルウェアのさら

なる基盤となる非競争的な領域についての共通基盤ソフトウェアおよびその開発環

境の整備を業界横断的に推進することの意義は大きい。 

特に、本プロジェクトの成果として、ベンチマーク評価によって比較対象とする

AUTOSAR版の諸性能に対する優位性を示し、AUTOSARからも高い評価を受け、規格化す

る方向が打ち出せたことは高く評価できる。また、これらの優位性による今後の経済

効果についても期待できる。 

  また、高品質な製品を生み出す日本の独特の開発プロセスである「すりあわせ型」

手法と、欧米流のプラットフォーム開発の方法論である「組合せ型」手法を高度に融

合した新たな開発環境の整備に関して大きな成果を上げ、AUTOSARに対してさまざま

な尺度で優位性を得るに至っていることも評価できる。 

・プロジェクトの出発点にあった欧州での標準化動向への対応や、基盤ソフトウェアの

共通領域の確立によるサードパーティの効果的な参加など、目標が明確で、それに対

する一定の成果も出ている点が評価できる。特に、期間内に具体的な成果として

AUTOSAR への提案を行い、採用に目処がつけられた点は高く評価する。また、日本国

内の異なるメーカ間で、共通の議論の土壌ができた点も、今後の波及効果のひとつと

して期待できる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・今後は、国の支援が必要な項目についてフォローアップする必要があり、「学」の現
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実（イノベーションを理解できていない）をあぶり出したことは評価するが、いかに

産学連携の「神話」を脱却するかの具体策を政策として打ち出して欲しい。 

・アーキテクチャー的な考えがもっと導入されて良い。そうすれば国際的なコンポーネ

ント群との連携がよりはかれるだろう。産業界のインパクトを定量的に示されたい。 

・結局，AUTOSAR規格の日本技術への適合に終わった。世界一を争うべき日本の自動車

メーカが相変わらず欧米に追従している。日本の物づくりを誇るなら，それに合った

規格を作りAUTOSARの主導権や自動車のソフトウェア規格の主導権を握るべきである。

その意味で中途半端な成果と言える。 

  日本が擦り合わせ技術を誇るなら，それが可能な開発体制を構築すべきである。今

回のプロジェクトが規範としたV字型開発は擦り合わせを否定するものである。

AUTOSARやソフト開発で主導権を握って日本の良さを出すとは，V字型開発の打破でな

ければならない。モデルベース開発，シミュレーションの利用などの自動車業界を中

心として整いつつある技術を背景に，擦り合わせ開発のプロジェクトを起こすべきで

ある。 

  このような技術は高度であるが，安全性を確保した上で高性能な製品を開発するに

は不可欠な取り組みである。このような取り組みを通して，日本の製造業の方向性を

示すことが施策では必要である。もちろん，開発する側も技術だけに満足するのでは

なく，グローバルビューの中での技術展開を描くべきである。 

・自動車業界にとって非常に重要な課題に関するプロジェクトであるだけに、国の関与

がどこまで必要なことなのかは十分に検討する必要がある。AUTOSARによって開発さ

れている基盤ソフトウェアは、その基本部分はEU投資で開発されているが、その施策

が世界中を巻き込むような戦略で進められており、その観点からは投資効果は十分に

あると考えられる。その点、本プロジェクトへの国の関わり方が中途半端であり、完

全に民間企業ベースとするのか、国際的な観点からの戦略性をより強力に打ち出して、

国がより深く関与するのか、などの検討が必要と思われる。 

一方で、新聞記事によれば、本プロジェクトには民間企業から3年間で約70億円拠出

される計画が立てられている。この民間からの投資に関して、本プロジェクトでどの

ような使途がなされたのかの記述が報告書にないように思われる。このような観点か

ら、約30億円の政府出資金と約70億円の民間拠出金が、本プロジェクトでどのように

配分され、有効に用いられたのかが不明である。 

また、自動車業界にとって非常に重要な案件にもかかわらず、シンポジウム参加者

数などが意外にも少なく、その関心度の低さから本プロジェクトが国内で真に大きな

意義を有していたのか、また、その成果の普及に実際どれ程の期待がなされていたの

かに関して確信がもてない。 

さらに、中小の組込みソフトウェアメーカーの育成は、本プロジェクトにおける重

要事項であるが、提示されているデータからはその効果が明確にあったとは言い難い。 

懸念事項として、本プロジェクトの立ち上げの経緯を深く理解していないので的確

なコメントは難しいが、本プロジェクトが「産学連携ソフトウェア工学実践事業」と

いう名のもとで推進されながら、本格的な産学連携がなされていないことは、一般的

には理解を得難いように思われる。 

・ソフトウェア開発のうちの、どの部分が共通基盤で開発すべきであるかについての戦

略的な視点、あるいはビジネスモデル的な視点を、もっと深く議論すべきである。今

回は技術的な側面に重きが置かれていたが、今後の継続的な取り組みをどのような体

制で行うかを含め、ステークホルダーを明確に規定した上での、展開が期待される。

あえていえば、標準化、共通化と競争領域の境界ラインは日進月歩で変動するため、

提供する技術標準がこの流れを如何にしてキャッチアップし、リードできるかの議論
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ができていない。 
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Ｃ．ＩＴ投資効率向上のための共通基盤開発プロジェクト 

（総合評価） 

 

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Ａ

ＰＩ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。 

 

【肯定的意見】 

・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。 

・予定のプロジェクトの範囲内では着実に行っている。 

・ルネサス，東芝の二社が自社のメディアプロセッサー向けの共通APIを開発し，実装

したことで競争力をえたことは評価できる．また，APIにチェインという新しい概念

を導入したことも評価できる。 

・日本が強みとする情報家電分野の組込ソフトウェアについて、IT投資効率の向上の観

点から、ミドルウェアからハードウェアに依存するメディア制御部を分離してミドル

ウェアの流用性向上を図ること、さらには、ドライバからハードウェア依存部分を分

離してドライバの流用性向上を図ることの意義は大きい。また、そのような方向性の

もとで、既にソフトウェアの移植性などに関する効果が出てきており、本プロジェク

トで具体的に策定したAPIが事実上の業界標準になれば、半導体メーカー、ミドルウ

ェアメーカー、さらには情報家電機器メーカーに至るまで、多くの関連業界がコスト

削減に向けてのスパイラル構造の構築が可能となり、その波及効果は大きい。 

・情報家電という、現在もっとも注目され、かつ変化が最も激しい競争領域のミドルウ

ェアに対して統一的なAPIを提供することで、生産性が向上する点も実証することが

できた点も成果といえる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・これからの展開を期待したい。「もの作り」と「サービス」が二分化されているＭＥ

ＴＩの仕組みは時代遅れである。日本企業はその中間、融合領域で勝負してほしい。

霞ヶ関の意識改革が必要である。 

・国のプロジェクトとして取り組むべきテーマかどうかは疑問である。産業界のインパ

クトや目標設定が定量的に扱われていない。共通基盤開発としては対象が限定的であ

る。 

・本プロジェクトは幾つかの誤算が重なったことにより頓挫していると認識している。 

一つは，メディアプロセッサーの重要性に世界中の半導体ベンダーが意識し戦略商

品化したことである．GPU自体の開発，CPUへのGPU組込，分散処理へのGPU利用などの
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流れの中，ルネサスも東芝もメインストリームにはほど遠い現況にある。 

もう一つの誤算はAndroidの登場である。これは、グーグルが携帯端末向けなどに開

発したOSである。アップル社のiOSへの対抗を強く意識している。もう一つのプレヤー

であるマイクロソフトもTVのメディア規格をうかがっている。この三社の競合に日本

のテレビメーカーは現在流されているといっても過言ではない。 

最後の誤算はソニー、パナソニック、シャープなどの国内の有力なテレビセットメ

ーカとの協業体制が見えないことである。三社ともに、グーグル社，アップル社，マ

イクロソフト社の動向に沿った開発を行っている。 

  以上，三つの誤算が本プロジェクトの成果物の価値を大きく減じている。日本は超

解像技術を始め民生品の画像処理技術には卓越したものを持っている。しかし，時代

の速い流れがそれを陳腐化している。携帯電話同様に，このガラパゴス状態をうっち

ゃる気概と戦略が欲しい。 

・本プロジェクトは、その成果を国内企業がオールジャパンで採用し、普及していくこ

とで国全体として市場拡大、コスト削減などに関する大きな効果が得られる。その観

点から、例えば、ソニーが本プロジェクトに協議会活動も含めて参画していないこと

は問題であると思われる。また、パナソニックについても協議会のメンバーではある

が、本プロジェクトとの関わりが深くないことが懸念される。このような問題につい

ては、むしろ、経済産業省からのより強い働きかけが有効であったのかもしれない。 

  特に、本プロジェクトの成果の波及については、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ことを考えており、その点からも本プロ

ジェクト終了後も地道な普及活動が肝要である。その普及に当たっては、本プロジェ

クトの成果がもたらす効用に関するエビデンスベースの強い広報活動が、今後ますま

す必要に思われる。 

  また、変化への対応については、ソニー、グーグル、インテル、Logitechの4社は、

米サンフランシスコで昨年5月21日、グーグルの開発したアンドロイド・プラットフ

ォーム「Google TV」を搭載する「Sony Internet TV」の開発を発表しており、新た

な考え方によるデジタルTV開発の大きな波が押し寄せている。このような状況のなか

で、本プロジェクトの成果が現在進行中の大きな変化に対応可能かどうかが不明であ

る。 

・API という共通仕様を採用するかどうかはミドルウェア開発ベンダー、あるいは家電

メーカーの判断であり、かならずしも今回の成果が採用され、普及にいたらない可能

性がある。現状の機能の共通化しただけではメリットが少ない半面、新規の要求や個

別の対応が逆にしにくくなるというデメリットがある。特に、最終商品側から、現時

点で未知である新しい機能やデバイスの利用を行いたい場合に、API がそれらの要求

に応じてどのように改定され、進化していくのかについての具体的な仕組みや方策が

望まれる。 
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第６章 今後の研究開発の方向等に関する提言 
 

この章における枠囲み外の【肯定的意見】と【問題点・改善すべき点】に述べられた

評は、各有識者個別の意見を記載したものである。 

 

【技術に関する施策】 

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4

 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。 

等である。 

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。 

 

 

【各委員の提言】 

・経産省としては、可視化が容易ではないSW分野の施策への理解は容易ではないという

前提で、リスクを事前に確認しつつダイナミックな発想で自信をもって施策つくりと

そのImplementation を進めて欲しい。 

SWとHWの共通技術基盤は、Digital化技術のみにあるとの割切りが必要。また、物

理層からアプリ層までの多様なドメインにある固有のSWとそれらドメイン全体を貫

くSWがあるという理解もされておらず、議論が混乱する理由になっている。 

産業界のインセンティブは自社の生き残りにあり、社会貢献もその戦略のひとつで

ある。産業界のわがままな「金儲け」とし、距離をおきたいと考える国民に、国益の

立場に立って説明することも経産省の使命である。 

「大航海プロジェクト」で、プライバシーと利便性のバランスがあるということと、

自分の責任でそのリスクをとることを国民に納得させたことは、国の公的支援があっ

たため可能となった。民間だけでは時間がかかる事業のなかから公的支援を活かせる

施策をを選択し、実施してほしい。省庁間連携（内閣府を活用）、企業のオープン・

イノベーション、標準化等がその例である。また、国のおおきなシステムについては、

SWプロバイダーだけではなく、ユーザーの立場にたった支援策が必要である。失敗例

は、年金システム問題、官公庁関連のシステム等、反省材料は多々ある。しかし、個

                        
4 本報告書においては、大量のセンサーデータの解析結果に基づき、エネルギー消費や

交通等の社会活動を最適化するシステムをいう。 
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人番号制導入についてはこれまでの経産省の貢献を評価したい。 

とにかく、急速な技術革新の流れにそって、リスクはあるという覚悟でSW関連の支

援を、自信をもってまずは進めて欲しい。必要なら開始後の修正も前提とすること。

SW産業における経費の3分の1は、修正・改善のために使われているという現実は、HW

の世界とは異なる。 

・施策を戦略的に考えプロジェクトを展開するのは良い。しかし、環境や技術の変化非

常に激しいので、次の点を留意するといいのではないか？ 

１．施策の開始前に前提、成功指標の達成目標（技術、産業界へのインパクト）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の分析を行う。そのためにプロジェクト自身

で意味のなくなったこと、重要性が増したこと、これから注力しなければ成らない

ことを明らかにする。成功指標の達成度の分析。 

（例：クラウドサービスの進展にともなう開発行為のネットワーク化とグローバル

化、オープン化によるコモディティー化の急激な進展。アンドロイド携帯、i-appli, 

Google app engineなどのビジネス分野の遷移） 

国の施策としては常に産業界にゆだねるべきところと、国がやらなければならない

ことを常に見直す必要性がある。サイバーフィジカルシステム、スマータープラネッ

トに内在する外部不経済にともなう社会的費用を明らかにし、劇的に削減すること、

新たなイノベーション分野を社会・産業構造の変化を先取りして明らかにしていくな

ど。 

サイバーフィジカルシステムにおける社会インフラ、社会サービスが焦点になって

きているが、このようにITが社会性をもっていき、社会構造や産業構造が変わる可能

性があるときに、必要とされるIT人材や必要とされなくなるIT人材を見極め、人材育

成を戦略的に行う必要がある。 

・２０世紀の日本における技術開発は追いつき追い越せであった。しかし、現在は技術

力では先端に達している。高度に成熟した国にも関わらず製造業中心で生きていくと

いう歴史上稀な挑戦を行っている。このような視点から、単に技術開発だけを視野に

入れた施策をするだけでなく、成熟した少子高齢化社会、成熟した情報社会における

技術開発を支援していくという施策が大事である。 

  これから、多くの国が成熟化に向かっていくときの大きな実験場ととらえて、社会

が求める安全、安心な技術開発という位置づけを明確化することがまず大事である。

それに加えて、投資した技術で世界をリードしていく姿勢が不可欠である。これまで

世界で戦える技術かという視点はあったが、世界をリードする戦略は十分とはいえな

い。オープン化、標準化、隠蔽化、囲い込みなどの手段を明確にするという戦略、そ

して、欧米やアジア諸国も巻き込んだ技術開発という戦略を展開して欲しい。 

・経済産業省における情報技術関連分野の施策において、ハードウェアとソフトウェア

の施策遂行がバランス良く展開されることは、該当分野が真に国際競争力を備え、健

全な発展を遂げていく上で非常に重要である。つまり、今回の「情報サービス・ソフ

トウェアに係る技術に関する施策」のように、時期を得たソフトウェア関連の施策の

遂行はますます重要になってくる。今後の具体的な技術として、特に検討すべき施策

を三つ挙げるとしたら以下のものが考えられる。 

(1)「新たな情報通信技術（平成22年5月11日 IT戦略本部）」、「新成長戦略（平成

22年6月18日 閣議決定）」をはじめとして、昨今、クラウドコンピューティングに

関する情報環境整備やサービス展開の必要性を謳う政府計画等が目白押しである。

このような状況のなかで、クラウドコンピューティングに関する施策を多面的に立

案し、遂行することは重要である。 
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(2)「第4期科学技術基本計画」の策定が最終段階に来ているが、Ⅳ.4に「 国際水準

の研究環境及び基盤の形成」を遂行する上での「知識インフラ」の必要性が明記さ

れている。この「知識インフラ」は、単に学術研究の推進のみならず、民間企業に

おける分野横断的な研究開発、さらにはオープンイノベーションを創起するために

も非常に重要な情報基盤となり得る。そこで、この「知識インフラ」の整備に当た

っては、他省庁との連携も考慮しながら経済産業省としての施策遂行が望まれる。 

(3)「新成長戦略（平成22年6月18日 閣議決定）」、「第4期科学技術基本計画」にお

ける「成長の柱としての２大イノベーションの推進」に関する情報技術関連施策に

関して、経済産業省として今後さらにどのような施策を打って出るかは非常に重要

な課題である。つまり、“BY IT”の観点から、２大イノベーション実現のための

具体的な施策遂行のシナリオ策定がますます求められる。 

・従来のIT産業の進化が、ITに関するハードウェアおよびインフラ中心であり、それを

核としたものであった。これまでの我が国のIT戦略は、基本的にこの路線であり、あ

るいはITサービスの受け手に対する施策が多かった。これに対し、ITそのものをビジ

ネスの業とする企業の将来展望は開けていない。これまでとは異なる新しいITを育て

る必要がある。 

特に、情報サービスの側面において、企業向けの業務システム構築サービスを提供

するSI企業の抜本的な立て直しが必要と考える。技術的にはSOA、しくみ的にはクラ

ウドという大枠は踏襲しつつも、それぞれの企業がもつビジネスモデルを再構築する

ことを可能にする施策でなければならない。 

たとえば、日本の摺合せ技術をサポートするITのしくみを提供するITサービスは、

欧米型の現在のITではカバーできておらず、ITサービスを海外展開するうえで日本企

業が優位に展開できる可能性がある。いや、逆に、この摺合せ型のITは、日本的な“

かいぜん”のしくみのなかでこそ完成できるのではないだろうか。大量生産、大量消

費をITの世界で再現するのではなく、必要な情報を必要なときに必要な形で提供する

リーンなITを目指すべきである。 

なお、これは、いわゆるアジャイル型のソフトウェア開発をいっているのではなく、

むしろPDCA型の業務改善（通常の多くの製造業、サービス業はすでに行っている）の

中で、ITのコンテンツをどう洗練し、高めていくかという技術である。したがって、

ITサービス企業は、ソフトウェア知識以上にその業界の業務知識が必要となる。 
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【技術に関する事業】 

（大量データ利活用関連） 

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。 

 

（組込みソフトウェア関連） 

 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。 

 

（その他） 

起業者育成により注力すべきである。 

 

 

【各委員の提言】 

・基本はSW分野はヒトにあり、短期的にはGDPへの貢献は小さくとも、若手の起業者の

育成が肝要であるという点にある。そのためには、リスクを考慮した「ばらまき」が

必要である。’80年代のIPAはそれを実施し、日本のSW産業の先端部分を支えてきた。 

今後の具体策としては、日本の現状を点検すると、当面、IPAの強化（分割を含め）

しかないと思われる。IPAと産業革新機構との連携も期待する。そのためにも、技術

者の増員も考慮のこと。 

委託事業については、リーダーの選定と育成・支援が鍵である。公的権限をうまく

活用させる配慮も必要。これまで経産省の事業がパットしないのは、その選定が稚拙

であった例が多いことも反省のこと。 

・プロジェクトの前提となる環境変化があっても、常に次のステップに対するlessons 

learnedを提示されたい。情報大航海プロジェクトはとくに社会的構造、社会的費用

を顕在化し社会システムの最適化への道を開くものだと考える。そのためのインフラ、

センサーインフラ、サービスの提言なども織り込まれるといいと考える。組み込みソ

フトウェアに関しては、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成ってきている。その

観点からの分析も必要だろう。 

・日本の強みは擦り合わせ技術にあると言われている。もっとも、擦り合わせという言

葉で全てを語れば暗黙知だけになってしまう。欧米では、製品開発の形式化が進んで

おり、それに基づく多数の国際標準化がなされている。この影響で日本の開発技術も

形式化が進んできた。しかしながら、日本の優位性を活かすには形式化された開発プ
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ロセスの中で擦り合わせができることが不可欠である。このような枠組み作りの事業

はこれからの日本に不可欠である。 

また、少子高齢化や若い世代の内向化が社会問題になっているが、これは社会の成

熟化と裏腹の関係にある。情報技術は成熟化に大きな貢献をしてきた。今は、成熟化

のメリットをさらに引き出すように社会における情報技術を再定義するときである。 

現在の日本のように高度に情報化された国は世界にない。それは製品とその製品を

使う国民が両輪となって築いた社会である。ここを情報技術の大きな実験場として誰

もが快適に使える安全安心な情報技術の構築とその技術を享受する国民への啓蒙、場

合によって教育も視野にいれていく必要がある。そして、日本に続いて高度化されて

いく諸国をリードしていく技術を生み出していく必要がある。 

・具体的な事業として、例えば、クラウドコンピューティングに関する施策として、「ジ

ャパン・クラウド・コンソーシアム」の活動の推進が既に始まっている。今後、クラ

ウドコンピューティングに関するソフトウェア基盤の構築に関する諸事業の立案と

遂行が、さまざまな観点から日本の国際競争力強化のために不可欠であると考える。 

そのクラウドコンピューティングにも関連する重要事業として、「サイバー・フィ

ジカル・システム」の研究開発事業を提案したい。情報爆発時代の真っ直中にいる現

状において、ITが社会インフラに組み込まれていくにつれ、物理世界（実世界）とサ

イバー世界を統一的に扱うパラダイム、「サイバー・フィジカル・システム」の考え

が特に重要になってきている。この分野に関しては、特に米国において、NSFが年間

3,000万ドルの予算をつけて研究開発を始めているのは良く知られている。日本でも

主要産業が、IT、特にクラウドコンピューティング基盤との連携を強めており、また、

環境・交通・医療などの社会インフラの構築において、物理世界とサイバー世界の融

合が喫緊の課題になってきている。 

そのような状況のなかで、「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」の構築は非常に重要である。近

年、ソーシャルネットワークを中心とした多メディア化およびリアルタイム化が著し

く進んでいるデジタル情報空間における人々の活動は、実世界における社会活動と密

接に結合し、もはや切り離すことは不可能である。この傾向は逆に、ITを駆使したメ

ディアが社会の大きな不安定要因ともなり得る時代に突入していることを示してお

り、研究開発の対象としてメディアによる社会の影響を観測し、適切かつ健全な利用

をデザインしていくことが不可欠である。膨大な情報空間の観測及び解析により、社

会の動向を探ることは、ITメディアに強く依存することが必至である今後の社会にお

いて、国家、社会、組織、企業、さらには個人等多様なステークホルダの意思決定お

よびリスク管理において重要な役割を果たすことは間違いない。 

・国が行う事業として、以下の基準に合った事業かどうかという視点でコメントする。 

Ａ）競争環境を整備することに貢献しているか。 

Ｂ）協調環境を整備することに貢献しているか。 

Ｃ）マーケットを大きくすることに貢献しているか。 

Ｄ）要素技術を開発することに貢献しているか。 

①情報大航海プロジェクト 

基本コンセプトを明確にし、その上で、競争戦略を再度明確にするべきである。競

争相手は誰なのか、マーケットはどこなのか、開発すべき要素技術は何なのか。そし

て、当事者は誰なのか。 

このプロジェクトの性格は、基本的にはＤ）である。Ｂ）に関する期待も多少ある
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が、現状では、あまりＢ）に関する成果は望めそうにない。コンテンツに関する法的

整備について、Ａ）の要素が若干あるが、これは開発プロジェクトとは性格が異なる

ために、事業としては切り離して別途実施することが望ましい。一方、Ｄ）について

、今回の蓄積を個別の企業が個別に活用するのでは、プロジェクトの意味がないため

、パテントプール的なしくみを用いて、共同利用の促進と、さらなる要素技術開発の

インセンティブとなるような事業が望まれる。 

②産学連携ソフトウェア実践事業 

組み込みソフトウェアの技術開発に関しては、日本の製造業の今後の競争力にも大

きくかかわる問題であり、このテーマは引き続き、事業を継続するべきである。ただ

し、ソフトウェア開発の部分について、従来の古典的なソフトウェア工学、あるいは

エンタープライズ系のソフトウェア開発のフレームワークを無批判に当てはめるの

ではなく、独自のソフトウェア工学を新たに構築することをミッションとすべきであ

る。 

プロジェクトの性格としては、Ａ）およびＢ）である。現時点では、Ｂ）の非競争

領域に対するアプローチが中心であるが、協調環境の整備という意味では、AUTOSAR

の後追いという域を脱していない。日本の企業群がリーダシップをとって、あらたな

協調環境の整備を行うという第二ステップに進んでほしい。 

また、一方で、Ａ）の競争環境の視点も重要である。この視点がないと、最終的に

は、企業が本気にならないからだ。継続する場合には、前記の協調環境の中で、企業

個々がそれぞれの持つ技術によって差別化を図りやすい環境あるいはプラットフォ

ームとするかどうかにかかっている。 

③IT投資効率向上のための共通基盤開発プロジェクト 

基本的には、本事業は、一定の成果がすでに得られたものであり、情報家電の分野

での組み込みソフトウェアへの支援と育成について、あらたな戦略の見直しが必要で

あると思われる。 

すでに、GoogleやApple等の欧米企業により、基本的なルールとインフラができあ

がっている現在において、新たな競争ルールをグローバルに提案することは難しい。

つまりＡ）についてはすでに勝負がついているともいえる。 

しかし、情報家電とは、つまりはネットワーク上の１パーツとしての家電であり、

そのネットワークの構成を性格づける基盤ソフトウェアや、パーツそのものの信頼性

、汎用性を高めるソフトウェアには、多くの開発余地と競争の余地が残されているの

ではないか。 

たとえば、現在はインターネット（TCP/IP）ベースの技術が注目されているが、衛

星を利用した技術、近距離の無線技術、電力ケーブルを利用した技術など、さまざま

な要素技術と、その利用技術とを結びつけるところに今後の展開を期待したい。 

いずれにしても、パートナーシップを先に構築し、Ｂ）の視点にたった上で、Ｄ）

またはＡ）を志向する事業を新規に立ち上げて欲しい。 
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第７章 評点法による評点結果 

 

「情報大航海プロジェクト」「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）」「IT投資効率向上のための共通基盤開発プロジェクト」に係る評価

の実施に併せて、以下に基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施

した。その結果は「３．評点結果」のとおりである。 

 

１．趣 旨 
 

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成１１年度に評価を

行った研究開発事業（39プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入の是非に

ついて評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第９回評価部会（平

成１２年５月１２日開催）において、評価手法としての評点法について、 

 (1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、 

 (2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、 

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評価を

行っていくことが確認されている。 

 また、平成２１年３月３１日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、

プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うことが規

定されている。 

これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、 

 (1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、 

 (2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、 

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。 

  本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき、点数による評価を行うもので、評

価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書を補足

する資料とする。 
 

２．評価方法 
 

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同様>）

で評価する。 

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０点に

該当する。 

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参照し、

該当と思われる段階に○を付ける。 

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評点を

付ける。 

・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。   
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３．評点結果 

（Ａ 情報大航海プロジェクト） 
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（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）） 

 

 



192 

 

（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）メディア・インタフェース用API仕様の策定

