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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「情報通信機器関連」は、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
ことを目的としており、以下の技術に関する事業等から構成される施策である。
① セキュア・プラットフォームプロジェクト事業（プロジェクト）（平成１９年
度から平成２１年度）
② 次世代回路アーキテクチャ技術開発事業（プロジェクト）（平成２０年度から
平成２４年度）
③ 情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術の開発事業（プ
ロジェクト）（平成１８年度から平成２０年度）
今回の評価は、技術に関する施策「情報通信機器関連」、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「情報通
信機器関連」技術に関する施策・事業評価検討会（座長：藤村 修三 東京工業大学イ
ノベーションマネジメント研究科教授）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。
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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
担当課

情報通信機器関連
商務情報政策局情報通信機器課

技術に関する施策の目的・概要
情報通信機器産業は、国内だけで約１７兆円の巨大産業であり、国際的な競争が最も激しい分
野の一つである。また、情報通信機器は様々な分野で広く活用されていることから、その省エネ
ルギーは、ＣＯ２排出量の大幅な削減にもつながる可能性を秘めている。
今後とも、我が国情報通信機器産業が、持続的成長を実現し、低炭素社会の実現に貢献するた
めのイノベーションを推進するため、国として、情報通信機器に関する研究開発を推進している。
第３期科学技術基本計画等に明記されているように、長期を見据えた継続的な投資によって技
術優位を維持し続ける体制づくり及びリスクの高い将来技術のための投資には、国が関与する必
要性があると考えている。
このため、情報通信機器産業の国際競争力強化と情報通信機器の低消費電力化を目的に、各種
デバイスやネットワーク関連機器等の開発に取り組んでいる。

技術に関する事業一覧
Ａ．セキュア・プラットフォームプロジェクト事業（プロジェクト）
Ｂ．次世代回路アーキテクチャ技術開発事業（プロジェクト）
Ｃ. 情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術の開発事業（プロジェクト）

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
半導体を中心とした電子デバイスは将来にわたって情報通信機器産業競争力の源泉であると
ともに、ほぼ全ての産業の技術基盤である。日本企業の国際競争力を維持・強化して行く上でそ
の技術力を充実させることに重点を置いた施策を進めており、施策の目標の妥当性及び施策の政
策的位置づけは概ね妥当であると言える。
他方で、半導体等情報通信機器の領域で複数のプロジェクトが同時に進められていることか
ら、その技術開発項目の重なりには留意する必要がある。上位の課題が異なる場合、共通基盤技
術的な部分が下位の課題において重なるのはやむを得ないし、各プロジェクトが適正に遂行され
ればされるほど、そうした重なりは増えるはずであり、それはむしろ自然で好ましいことである。
課題はそうした重なりを無駄にしないための仕組み作りであり、プロジェクト横断的な情報共有
・交換がなされているかどうかという点にある。適切な情報共有・交換がなされれば、重なりは
共通基盤的な技術多面的に理解することに繋がり、単なる重なりからより上位のシステムのため
の知的インフラとなりうる。現在のシステムは技術ロードマップの共有化を通じて技術開発項目
ごとの重複は排除されているが、上位の課題、さらには社会的な観点からプロジェクトの進行状
況をモニターし、プロジェクトの実施者に社会的な位置づけを意識させるための仕組みとしては
十分ではない可能性があり、こうした仕組み作りの検討を期待したい。
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また、各プロジェクトの参加企業や大学が最適な実施者であったかどうかの評価についてはもっ
と多くの時間が必要であろう。すでに各企業や大学が自ら開発している部分と各プロジェクトの
研究成果とは重ならないようにすることも国全体としての重複投資を避ける意味からも重要で
ある。

２．施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性
全体的に目標の設定に対して概ね妥当な成果を上げているものと評価される。特に、半導体関
連ではプロセス技術全般から、材料技術、組み立て技術、設計技術とプロジェクトが適切に配置
されている。
他方で、目標としての課題には問題がないと思われるものの、各プロジェクトの選定の背景、
なぜそれを採用したか、予算配分比率等についての説明には、もっと多くの時間が必要であろう。
また、極めて幅広い分野に対してプロジェクトを配置しているように見えるが、今後は、日本が
どの分野で強くなるのか「選択と集中」を考慮した上で各プロジェクトへの予算配分比率を決定
する必要があるだろうし、その際、プロジェクトの産業上、社会上の意味をもっと議論する必要
があるであろう。プロジェクトが達成されたとしても、多くの場合そこで開発された技術を実際
に産業に活かすためには企業や大学棟が保有する他の技術との整合や他の技術開発が必要であ
り、産業化される際の他の技術との関連や、製品システムに対する位置づけをもっと考慮する必
要があるのではないか。
また、日本を牽引する分野として期待される「EV/HEV」や、自動車向け電池技術、ワイヤレス
給電技術など、今の時代観にふさわしい新しいテーマ設定の検討を期待したい。また、半導体分
野についても、「ポストMooreの法則」を探す動きが活発になっており、有機エレクトロニクス
や、プリンテッド・エレクトロニクスなど、今の技術の延長ではない技術の検討を期待したい。

３．総合評価
時間の制約上、深い審査を行うことは難しかったものの、革新技術の育成に精力的に取り組ん
でおり、設定した目標に対して概ね妥当な成果を上げていると言える。基本的には日本の産業状
況を踏まえ、競争力維持・強化を図るための課題が適切に選ばれ、全体な配置としても妥当であ
ると言えるのではないか。
他方、日本の産業力の強さ・弱さを調査した上で、産業界の取組だけでは足りない部分を補強
する施策を打つという考え方は理解できるが、今後、具体的な技術課題を判断するのに必要な理
念、理論を持つためには、国が日本全体としての研究開発における基本戦略そのものをしっかり
固めた上で、具体的課題の選定を産業界、学術界と共に行うことが重要である。そのためには、
各プロジェクトの成果に関する情報を共有し、より上位の課題にフィードバックさせる仕組み作
りに期待したい。
海外との協力によって優れた人材を確保するといったグローバルな視点も必要。また、大学へ
の支援を行う場合は文科省との省庁間連携が不可欠であり、国として一貫した支援体制の構築も
重要な視点である。
また、短期的な評価でなく、時間をおいて、実際に技術がどのように実用化に結びついたのか
という視点での追跡評価も必要ではないか。

今後の研究開発の方向等に関する提言
現在のハイテク製品は、従来のハード技術中心から、ソフトウェア及びネットワークサービス
（クラウドコンピューティングを含む）に推移している。各製品単体の「シェア」だけでなく、
ソフト、サービス、コンテンツ等を総合的に俯瞰し、情報通信機器産業の育成を考えていくこと
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が肝要である。例えば、ソフトとハードの切り分け（要件定義の最適化）を適正に行うための研
究開発の検討が必要であると考える。
その際、海外企業との競争状況等、同産業の実態を踏まえ、研究開発投資の規模、各プロジェ
クトの内容を検討することが重要である。加えて、複数のプロジェクトをモニターし、相互の情
報交換を促進し、新たに現れる産業課題への対応を既存プロジェクトの利用も含め検討する仕組
み導入の検討を期待したい。

評価小委員会としての意見
複雑な構造を持つ情報通信機器関連分野で施策体系図が作成されたことは、施策概要を客観的
に俯瞰する上で重要な成果である。他方、情報通信機器関連分野の対象範囲は広範にわたり、か
つ、実用化に際しては他の技術分野との連携も重要であるなどの理由により、客観的な理解が難
しい面がある。
今後、情報通信機器分野の技術進歩等に応じて、ニーズ側とシーズ側との間に実現しなければ
ならない課題を適切に設定して、施策体系のブラッシュアップを継続し、引き続き、施策の効率
的な実施がなされることが望まれる。
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技術に関する事業
技術に関する
事業名
上位施策名
担当課

Ａ．セキュア・プラットフォームプロジェクト事業（プロジェクト）
１６．情報産業強化
商務情報政策局情報通信機器課

事業の目的・概要
複雑かつ異種混合のシステムプラットフォーム環境を簡易に統合集約でき、システム運用のコ
スト削減や省エネルギーにも寄与するサーバ仮想化技術が脚光を浴び始めているが、仮想化によ
るシステムの不安定化や保護資産に関する不正アクセス／情報漏洩の被害拡大等、信頼性と情報
セキュリティに関する懸念がその普及を妨げている。また、統合的なセキュリティ対策は運用コ
ストが膨大になることから、セキュリティ強化と運用コスト削減を両立する対策が求められてい
る。
本事業では、次世代の情報システムプラットフォームに求められる安定性や安全性の確保と、
導入／運用コストの削減を実現し、省エネルギーにも寄与するシステム基盤技術の確立と国際標
準化を狙い、「セキュア・プラットフォーム」の研究開発を行う。
本事業により、ＩＴ産業のみならず、今後ますますＩＴに依存していくと予想されるわが国の
産業全体の競争力強化、およびわが国の経済社会システムの信頼性確保を図る。
予算額等
開始年度
平成１９年度

終了年度
平成２１年度

中間評価時期
平成−年度

事後評価時期
平成２１年度

H19FY 予算額
９億円

H20FY 予算額
８億円

H21FY 予算額
８億円

総予算額
２５億円

（単位：億円）
事業実施主体
ASET
総執行額
２５億円

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
目標・指標
成果
達成度
達成
（１）市場競争力 （１）次世代情報システムのプラットフォームとなり得る、強固
がある革新性・実 な隔壁を持つ仮想サーバ技術と統合アクセス制御技術を開発し
用性の高い技術
た。これらの技術は業界コミュニティ・標準化団体で認知・採択
を開発する。
された革新性の高い技術である（採択先の責任者からクラウドコ
ンピューティング関連グループへの提案を勧められている）。ま
た、第三者実験によって開発技術の実用性が高いことも実証され
た。
（２）重要な技術 （２）仮想サーバ技術はXen/Linuxコミュニティ、統合アクセス制
達成
御技術はDMTFにて認められ、世界トップレベルの成果であること
成果については
が実証された。
国際標準化を図
り、IT分野におけ （a）仮想サーバ技術：①Xen関連コミュニティで提案・投稿が採
択され、成果がオープンソースに採用された（ディスク部分故障
る日本のプレゼ
ンス向上を図る。 隔離pvSCSIドライバ、ディスクI/O性能制限dm‑iobandドライバ）。
②Xenコミュニティでのパッチ採用数は07年度下期〜09年度上期
までで729件で世界第２位となった。③コミュニティでの活動・貢
iv

献が認められ、富士通はVA Linux社と共に日本企業として初めて
Xenコミュニティのボードメンバに選出された。
（b）統合アクセス制御技術：①統合アクセス制御ポリシー管理プ
ロファイルがWG審議・投票を通過し、DMTFでの2010年度内の国際
標準化に目処が付いた。②韓国電子通信研究院(ETRI)と上記プロ
ファイルのOpenDRIMへの実装・オープンソース流布に合意した。
（３）第三者によ （３）実証実験パートナーを募集・発掘し、第三者（住商情報シ
る実証実験を実
ステム株式会社）による当該会社(3,000人規模)のサーバ統合を模
施し、技術成果の 擬した実証実験を実施した。実稼動中の業務システムをセキュア
実用性を評価す
・プラットフォーム上にモデル構築し、システムインテグレータ
る。
の視点から評価を行い、有用性・実用性が高いとの評価を得た。
（４）ユーザニー （４）(a）ユーザニーズ・技術動向調査：アンケート・セミナー
ズ・技術動向を調 聴講等によるニーズ・技術動向調査を行い、結果を技術開発に反
査して技術開発
映した（ライブマイグレーション対応等を追加)。
に反映するとと
(b)普及広報：①ビデオ等のプロモーション用ツールの作成・配付、
もに、技術成果の 展示会・セミナー等への出展・講演、プレスリリース発信を実施
普及を図る。
した(アンケート回答社の約80%がプロジェクト成果に関心ありと
回答)。②プロジェクト期間中に、要素技術を含む製品が顧客企業
に採用された。
（２）個別要素技術の目標に対する成果・達成度
目標・指標
個別要
成果
最終
中間
素技術
時点
時点
(1)メモリはページ単位の故障管理によ
−
(1)ハードウェア故障の
仮想
り、ディスクは検出した故障を関係する
サーバ 影響範囲をゲストOS毎
ゲストOSに通知することにより、ネット
に局所化し、同一サーバ
技術
ワークはハードウェア(NIC)の仮想化機
上の他ゲストOSへの影
能の利活用により、ゲストOS単位のハー
響を無くする部分故障
ドウェア故障の局所化を可能にした。
隔離を実現する。
(2)ディスクはI/O回数・I/Oサイズをも
−
(2)特定のゲストOSに
とに帯域制御するディバイスドライバ
I/Oリソースを独占させ
dm‑iobandの開発により、ネットワーク
ず、ゲストOS毎のI/O性
はハードウェア(NIC)の仮想化機能が持
能を保障する性能制限
つ帯域制御の利活用により、ユーザがゲ
を実現する。
ストOSの要件に応じて帯域設定するこ
とでゲストOS単位の性能保障を可能に
した。
(3)管理OS上の仮想サーバ管理者インタ
−
(3)仮想サーバ管理者の
ーフェースの延長上にセキュリティモ
権限を役割に応じて必
ジュールを開発し、仮想サーバ管理者の
要最低限に分割・限定
管理範囲をゲストOS単位に分割・限定す
し、管理者不正・ミスを
ることを可能にするとともに、絶対権限
未然防止するＶＭ管理
（root）なしでの運用・操作を可能にし
者権限最小化を実現す
た。
る。
統合
(1)ITシステム全体に対
−
(1)システム全体のID・ロールを管理す
アクセ して、最新のID情報に基
るID管理と保護資産へのアクセス権を
v

達成

達成

達成度
達成

達成

達成

達成

ス制御
技術

管理するポリシー管理を連携させ、管理
者が、組織や統制ルールの変更に即応し
て、アクセス制御ポリシーをシステム全
体に設定・維持することを可能にした。
(2)アクセス制御ポリシー管理における
リソースグループ概念の導入、ポリシー
編集・自動配付機能等により、アクセス
制御ポリシー変更時のアクセス権管理
に要する工数を最大80%削減することを
可能にした。
(3) 制御対象システム全体のアクセス権
の設定状況や、ポリシーの遵守状況を
GUIによって一目で把握可能にし、従来
手作業で行っていたアクセス権の棚卸
作業・整合性チェックの半自動化を可能
にした。
(4‑1) アクセス制御情報を含むベンダ非
依存のリソース情報モデルを新規に開
発し、ポリシー管理に適用することで、
レイヤやベンダの異なるソフトウェア
に対するアクセス制御ポリシーを、共通
のGUIで簡易に設定することを可能にし
た。
(4‑2) カスタマイズ用開発キットによ
り、新たなソフトウェア（ユーザ開発の
アプリケーション等）の統合アクセス制
御の管理対象への容易な追加を可能に
した。
(5) 本技術の適用により生じる性能面の
オーバーヘッドは5%未満であり、本来の
IT業務を妨げることはなかった。

づくアクセス権管理を
実現する。

(2)人事異動や組織改変
が行なわれた場合の、ア
クセス権設定の適切・迅
速な更新に伴う管理工
数の削減を実現する。

−

(3)設定されたアクセス
権に対して、組織の統制
ルールを遵守している
かのチェック機構と可
視化を実現する。

−

(4)VM、OS、ミドルウェ
ア、アプリケーションな
どレイヤの異なる各種
ソフトウェアに対する
アクセス権管理の一元
化を実現する。

−

(5)ITシステムの本来の
業務を妨げない性能を
保持したアクセス制御
を実現する。

−

達成

達成

達成

達成

(2) 目標及び計画の変更の有無
セキュア・プラットフォームの直接の開発対象技術ではないが、サーバ仮想化技術の導入おい
ては、ライブマイグレーション機能がユーザから特に期待されていることが判明した。この期待
に応えるため、最終年度の開発項目の１つとして、ライブマイグレーション1対応を追加し、ライ
ブマイグレーションによってゲストOSが別の物理サーバに移動してもセキュア・プラットフォー
ムが動作継続できるようにした。
＜共通指標＞
論文の
特許等件数
特許権の ライセンス 取得ライセ 国際標準へ
論文数
被引用度数 （出願を含む） 実施件数
供与数
ンス料
の寄与
注１
２２
０
３０
０
０
０
あり注２
注１：学会・標準化団体・コミュニティでの発表を含む。
注２：「全体目標に対する成果・達成度」の（２）を参照されたい。

vi

総合評価概要
本事業は、次世代の情報システムプラットフォームに求められる安定性／安全性の確保と導入
・運用コストの削減を実現し、省電力にも寄与するサーバ統合・集約を実現するシステム基盤技
術に関する研究開発であり、IT産業のみならず、今後ますますITに依存していくと予想されるわ
が国の産業全体の競争力強化をはかり、企業の将来にわたるIT生産性向上に寄与することを目的
としている。
本事業については、共通社会インフラとしての緊急性・公共性がきわめて高く、企業をこえて
国が関与すべきであるとの見方、個々の企業の事業計画として取組むことも可能ではないかとの
見方があり、判断が難しい。研究開発の目標、成果、達成度は妥当であり、当初目標に対して十
分な成果をあげているが、環境変化への対応については懸念がある。事業化、波及効果について
は、事業途中においていくつかの事業化や波及効果が既に見られるが、今後の普及浸透や標準化
進展によりさらなる事業効果、波及効果を期待したい。
今後の研究開発の方向等に関する提言
従来のIT機器産業はハードウェア中心であったが、これからのIT産業はソフトウェアおよびネ
ットワークサービスの比重が高くなり、ハードウェアとソフトウェアが融合した新たな価値の創
造を目指した競争となることが予想される。今後は、クラウドハードウェアとソフトウェアの融
合技術の開発が期待される。

vii

評点法による評点結果

（セキュアプラットフォームプロジェクト事業）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

1.50

0.84

２．研究開発等の目標の妥当性

2.00

0.63

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.00

0.63

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.67

0.52

５． 研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性

1.83

0.41

６．総合評価

1.67

0.82
平均 点
標
準
偏
差

（各項目：３点満点）
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50

2.00

2.00

1.67

1.50

1.00
0.50
0.00
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1.83

1.67

技術に関する事業

プロジェクト名

Ｂ．次世代回路アーキテクチャ技術開発事業（プロジェクト）

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通信機器課

プロジェクトの目的・概要
半導体プロセスの微細化に伴い、集積回路の作動に影響を及ぼす種々の障害が顕在化して来
ている。これらに対する対策として物理特性、メカニズムをモデル化し、集積回路が正しく作
動するための新しい回路アーキテクチャの創生という設計側面からの解決が必要になってきて
いる。
このような状況において、テクノロジーノード６５ｎｍ以細のプロセスにおいて高性能、低
消費電力、高信頼性を供えたシステムLSIを実現する回路アーキテクチャのアイデアを大学など
から公募し、その中から優れたものを試作評価してその活用を促進することにより、学を含め
て半導体の設計力を永続的に強化し、我が国の半導体業界ならびにそのユーザとなる主要産業
の国際競争力を高めることを目的とする。
なおH20年、H21年に於いては、電気漏洩対策、低電圧におけるノイズ対策に関する技術に注
力して開発を行う。
予算額等
開始年度
平成２０年度

終了年度
平成２４年度

H20FY 予算額
２．３億円

H21FY 予算額
２．４億円

中間評価時期
平成２１年度

事後評価時期
平成２４年度
総予算額
４．７億円

（単位：千円）
事業実施主体
STARC
総執行額
４．７億円

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
個別要素技術

目標・指標

成果

達成度

①大規模・低
電圧・デジタ
ルアナログ混
載の半導体集
積回路に関す
る回路アーキ
テクチャ

1‑1)低電圧アナログ回路
技術、デジタルアナログ
混載技術の開発

ACD08̲014：アナログ・デジタル混載シス
テムLSIのためのダイナミック内部状態
モニタの開発
ACD08̲019：変調ドメイン信号処理技術を
適用した超低電圧動作アナデジ融合回路

達成度
大

②低電圧（1V
以下）での高

2‑1)ロジック回路技術、
信号伝送回路技術の開発

ACD08̲023：バックグラウンド・デジタル
補正を用いた超低電力ΔΣＡＤ変換器
ACD08̲004：低電力動的リコンフィギャラ
ブルプロセッサMuCCRA‑3
ix

一部
達成
達成度
大
達成度
大

ACD08̲008：3次元システム集積のための
超低消費電力チップ間インターフェース
ACD08̲020：貫通電極を用いた三次元高速
クロック分配回路
ACD08̲029：ゲート単位局所同期機構を有
しチップ動作環境の動的変動などによる
動作エラーをゲート単位で検出可能な論
理回路
ACD08̲031：動的データレート可変自己同
期型高速シリアル通信方式
ACD08̲103：マルチPE コアプロセッサの
試作
ACD08̲009：自律的な性能補償を目的とし
たオンチップばらつきモニタ回路の試作
ACD08̲018：耐製造ばらつきにむけたトラ
ンジスタモデルHiSIMを用いた回路特性
の予測と回路シミュレーション手法開発
ACD08̲028：温度拡散速度を利用した温度
センサーに関する検討
ACD08̲030：トランジスタのばらつきを利
用したチップＩＤに関する検討
ACD08̲101：特性ばらつきや経年劣化を克
服する回路方式の検討
ACD08̲106：統計的ばらつきの数式モデル
化のためのばらつき要因分離・抽出回路
の試作
ACD08̲105：Hot Swap 機構を備えた耐故
障再構成アーキテクチャ
ACD08̲107：高信頼性LSI のためのディペ
ンダブルSRAM
ACD08̲022：バイオアプリケーション向け
超高解像度オンチップバイオイメージセ
ンサ技術の検討 ‑in vitro 機能実証用チ
ップにおける電気的漏洩の検証
ACD08̲025：高密度フォトセンサによる細
菌検出手法の研究
ACD08̲032：高性能イメージセンサーシス
テムの実現
ACD08̲104：フルオンチップワイヤレスセ
ンサノードに向けたオンチップ太陽電池
の高性能化指針とスケーラビリティの解
明
ACD08̲108：RF‑CMOS テクノロジを用いた
ラジカルセンサチップ
ACD08̲003：小面積化・広帯域UWB用LNA
の試作

速・ 安定動作
を容易にする
回路アーキテ
クチャ

③低電圧化に
対応するノイ
ズ対策に関す
る回路アーキ
テクチャ

3‑1)特性ばらつきのモデ
ル化/制御の開発

3‑2)ディペンダブル回路
技術の開発

3‑3)多機能オンチップイ
メージャ/センサ回路の
開発

3‑4)高周波RF回路技術の
開発

x

達成度
大
達成
達成

一部
達成
達成
達成
達成

一部
達成
一部
達成
達成度
大
達成度
大
達成
達成度
大
一部
達成

一部
達成
一部
達成
一部
達成

達成
達成

④半導体集積
回路を形成す
る素子のリー
ク電流制御の
方式に関する
回路アーキテ
クチャ

4‑1)リーク電流制御回路
の開発

ACD08̲006：準ミリ波帯を利用した超高速
データ通信用低電力UWBトランシーバ
ACD08̲021：アレー・アンテナによる電力
合成、ビーム形成を容易に制御できるア
ンテナ一体型ミリ波帯CMOS‑RF回路の試
作、評価
ACD08̲024：ミリ波帯CMOSトランシーバ実
現に向けた要素回路の試作、及び65nmプ
ロセスにおけるMOSFETと伝送線路のモデ
リング
ACD08̲102：高速UWB信号復調のための等
価サンプリング回路
ACD08̲002：ランタイム・パワーゲーティ
ングを適用した低消費電力CPUコア

達成度
大
達成度
大

達成

達成
達成
達成

ACD08̲026：ばらつき、環境変動を許容す
るサブスレッショルド回路の試作

(2) 目標及び計画の変更の有無
無
＜共通指標＞
論文数
8

総合評価概要
本事業の目的である、 65nm以細のシステムＬＳＩを実現する回路アーキテクチャを創出する
こと は、日本のSoCビジネスを転換させるために極めて重要なテーマ。集積回路設計技術は我
国の産業競争力の向上を図るためにますます重要となる。今後の40nmCMOSや更に微細なプロセス
での試作も必要で、台湾はすでに手を打っている。よって、どんどん先行開発すべきだし、今後
も永続的な支援体制が必要。共通基盤的な独自技術の発明を促す技術開発インフラの提供である
とともに、人材育成の面での効果も大きいことから、国費で行うにふさわしいプロジェクトであ
る。技術課題の選定は、第三者委員会を組織し、委員構成を毎年見直すなど工夫している。アイ
デアの具体化に役立っており、年間２．３〜２．４億円という予算は、目標に比して少ないと考
えられる。国が技術の源泉である大学の活動を支援することは必要であり評価できる。最先端プ
ロセスを用いたLSI開発のハードルが高まる中、相乗りによる研究開発促進の潜在的効果は大き
い。特に、ベンチャー企業や大学など、資金が潤沢にない状況において、理論のチップではなく、
実チップを試作することにより、理論の妥当性を検証することは極めて意義深い。支援体制の充
実は価値がある。
他方で、ユーザーであるシステムメーカーの参画が必要と考える。採択課題のコントロールや
絞り込む作業が必要であるし、課題間の関連性も考慮する必要があろう。また、事業開始時点で
実用化までのプロセスやアウトカムの論議が不十分ではなかったかと懸念される。実用化に向け
たフォローやサポートが求められるし、知財戦略が欠かせないと考える。また、文科省の設計ツ
xi

ールの無償提供制度とセットであり、省庁連携が強く求められる。また、応募者に、ベンチャー
企業が皆無で、大学の研究室にとどまっているところは、問題である。ベンチャー企業育成がゴ
ールであるとすれば、啓蒙活動は果たして十分なのか、といった検証も必要である。
本事業で生まれた技術シーズを産業化に結びつけるための組織・制度が未整備であるし、既存の
半導体大手企業との連携の在り方についても議論の余地がある。また、36件応募中29件採択、48
件応募中44件採択というのは、審査が甘いとも言えるし、目標の設定についても再検討の余地が
ある。
今後の研究開発の方向等に関する提言
次世代回路アーキテクチャ技術開発事業に関しては、成果の知財の取り扱いが最重要である。
現在、特許の出願や維持費用はプロジェクトから出ず、ベンチャー企業や大学が間接費から捻
出しなければならないため、特許の出願数には費用面から制約がかかってしまう問題がある。
また、本事業に大学が提案するために必要な設計設備は、文科省のプロジェクトであるＶＤＥ
Ｃがほぼ無償で提供している状況であるがＶＤＥＣ自体も永続的に安定的なものではない。設計
・試作を提案する大学等にリソースが十分あるわけでないことを理解した上で、省庁横断的、総
合的に政策を考えるべきである。
さらに本事業の費用をより効果的に用いるためにも、企業側も本事業を積極的に支援し、成果を
積極的に活用する姿勢を示すべきである。
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評点法による評点結果

（次世代回路アーキテクチャ技術開発事業）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.33

0.82

２．研究開発等の目標の妥当性

2.00

0.89

３．成果、目標の達成度の妥当性

1.67

0.52

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.67

0.52

５． 研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性

1.33

0.82

６．総合評価

2.00

0.63
平均 点
標
準
偏
差

（各項目：３点満点）
4.00
3.50
3.00
2.50
2.33
2.00
1.50

2.00

2.00

1.67
1.67
1.33

1.00
0.50
0.00
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プロジェクト名

Ｃ. 情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術の開発事
業（プロジェクト）

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通信機器課

プロジェクトの目的・概要
音声認識技術は、複雑な機能に対し簡易なインターフェースを実現する手段として、あるいは
テキスト化によってマルチメディアコンテンツの検索を可能にする手段として期待されている
技術であり、情報家電の普及を加速する有力な技術の一つと考えられている。これまでの精力的
な研究開発の成果として、利用場面あるいは利用者を限った場合には、高い精度で音声を認識し、
ユーザビリティの改善に貢献している。しかし、従来の技術では、開発サイドが想定する環境で、
想定する個人属性を有する話者が、想定した範囲の方法で利用する場合には十分な性能を与える
ものの、それらの条件が異なる場合には著しく性能が低下するという問題があった。また、対象
タスク、言語等を変更・移植する際の手離れの悪さも実用化の足かせとなっていた。
これらの問題の解決には、実環境での利用に耐える高精度な音声認識技術の開発に加え、サー
バとの連携によって想定と実際とのギャップを埋める技術、音声インターフェースの手離れを良
くするための技術等、様々な音声インターフェース開発支援技術が必要となる。
本事業は、これらの技術を総合的に開発することによって、良質の音声インターフェースを低
コストで実現するための基盤を整備することを目的とした。また、これら基盤技術の整備を通じ
て、音声インターフェースが抱える現状の問題点を解決し、情報家電を、「だれでも」が「簡単
に」活用できるインターフェースの実現を目指した。これにより、情報家電の利便性を広く誰で
もが享受できるようにするとともに、我が国の産業を牽引するものとしても期待の高い情報家電
分野を活性化し、さらには、市場としての期待が高いアジア諸国での産業競争力の強化を果たす
ことも期待される。
予算額等
開始年度
平成１８年度
H18FY 予算額
３．２億円

終了年度
平成２２年度
H19FY 予算額
３．２億円

中間評価時期
平成２０年度
H20FY 予算額
３．２億円

事後評価時期
平成２３年度
総予算額
９．６億円

（単位：千円）
事業実施主体
早稲田大学等
総執行額
９．６億円

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
目標・指標
個別要素技術
最終時点
①音声分離技 ‑ 実装面積9cm2 = 3cm × 3cm
術
程度
‑ 実環境音声に対しPESQ 値3
以上の音声分離性能を実現す
る
‑ 遅延100ms 以内
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成果

達成度

指向性雑音SN15dB 拡散性雑音
SN15dB の重畳雑音環境において、
PESQ3.0 を実現した。最終的には
マイク間距離縦横3cm（実装面積
3.5cm×3.5cm）の音声分離小型モ
ジュールを開発し、情報家電や操

達成

②音声／非音
声判別技術

・実環境データに対し、音声/
非音声判別率95%以上を達成
する。

③高精度デコ
ーダ技術

・WFSTに基づいてフレキシブ
ルな運用が可能でかつ高精度
なデコーダの開発を行う。

④多言語化技
術

・同等の認識性能を維持した
まま学習用音声コーパスを半
減する。タイ語・中国語に対
して提案法を適用し、その汎
用性を実証する。

⑤高次言語モ
デル利用技術

コーパス収集コストを従来の
人手による場合と比較して
1/10 としても従来と同等レ
ベルの性能が得られる言語モ
デル構築手法を確立する。

⑥A音声イン
ターフェース
開発支援技術
（性能予測技
術）

性能分布曲線を±5% の許容
誤差範囲内で予測する。
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作用の携帯端末に実装可能であ
ることを示した。
被験者総数182 名、総録音時間623
時間の生活音データベースを作
り、95.15%の音声／非音声平均判
別率を実現した。モジュール化し
て高精度フレキシブルデコーダ
と連携させた。
WFSTに基づく音声認識デコーダT3
Decoder を開発し、「逐次デコ
ーディング」「柔軟なフロントエ
ンド設計」「ラティス生成」
「On‑the‑fly 合成」「Disk‑based
search」などの機能を実装した。
これによりデコーダの実行時に
動的に言語モデルを交換するこ
とが効率的に行えるようになる
など、メモリの削減に加えデコー
ダの運用面での利便性も向上し
た。
目的言語と異なる複数の言語の
音声コーパスを利用し、当該コー
パスの音響的特徴が学習対象の
言語に適合するよう補正した上
で、補正後のコーパスを目的言語
の音響モデル学習に利用する言
語間適応学習手法を開発した。中
国語およびタイ語を目的言語と
した音響モデル学習について、提
案法により、目標性能を発揮する
ために必要な音声コーパス量を
半減できることを確認した。
EPG 等のweb サイトや早大語彙共
有サーバといった外部リソース
を活用したキーワード収集とそ
れらキーワードの言語モデルへ
の追加を行なうことで、言語モデ
ル学習コーパス量が1/10でも従
来と同等の性能が得られる言語
モデル構築方式を開発。
蓄積された性能評価結果を組み
合わせることで、既知の語彙カテ
ゴリに対する未知語彙数での性
能分布が、±5% 以内の誤差範囲
で予測できることを車載情報機
器、情報家電に固有の音声認識タ
スクにおいて確認した。

達成

達成

達成

達成

達成

⑥B音声イン
ターフェース
開発支援技術
（ランタイム
モニタリング
とサーバ連携
技術）
⑥C音声イン
ターフェース
開発支援技術
（音声インタ
ーフェイス構
築技術）

効率的なモニタリングとサー
バ上での蓄積、更新情報の配
信、アダプタ開発支援、に関
する枠組み、機能を実装する。

アプリケーション、デコーダ非依
存にサーバ連携を行うためのモジ
ュールProxy‑Agentを開発した。こ
れを用いて、効率的なモニタリン
グとサーバ上での蓄積、更新情報
の配信等の機能が実現された。

達成

機能表現とインターフェイス
リソースの表現から音声イン
ターフェースを自動構築する
方法を確立する。
従来の処理手続きを記述する
方法に比べ、記述量を1/10 以
下にする

達成

⑥D音声イン
ターフェース
開発支援技術
（音声インタ
ーフェイスの
評価技術）
⑦総合実証評
価A車載情報
機器システム
B情報家電実
証システム

認知的側面を考慮した音声イ
ンターフェース評価マニュア
ルを策定し、公開する。

利便性の高い音声インターフェ
ースを「機能記述」から自動構築
できる枠組みを構築した。機能記
述のためのXML を定義し、さらに
開発を容易にするための、エディ
タを開発することで、従来の方式
に比べ、記述量を20 分の1 以下
とすることができた。
音声認識の評価において注意す
べきことに関する知見を整理し、
評価マニュアルとしてまとめた。
成果は、⑦の評価において利用さ
れた。

９５％以上の利用者で、９５
％以上のタスク達成率を実現
する。

車載機器、情報家電ともに、それ
ぞれ40人、50人規模で、実装評価
実験を行い。ともに目標であった、
95%以上の利用者で95%のタスク達
成実を実現した。

達成

達成

(2) 目標及び計画の変更の有無
無
＜共通指標＞
要素技術
①音声分離技術
（早大、沖電気）
②音声／非音声判別技術
（日立製作所）
③高精度デコーダ技術
（東京工業大学）
④多言語化技術 （東芝）
⑤高次言語モデル利用技
術 （日本電気）
⑥A性能予測技術
（旭化成）
⑥Bランタイムモニタリ
ングとサーバ連携技術

表2．特許・論文等件数
メディアで
論文・発表数
の紹介
6
10

論文の被引
用度数
0

特許出願件
数
3

0

6

1

1

0

35

28

0

0
0

3
2

0
0

4
4

0

2

0

0

0

10

1

0

xvi

（早大）
⑥C音声インターフェー
ス構築技術 （早大・三
菱電機）
⑥D音声インターフェー
スの評価技術（早大）
⑦A車載情報機器システ
ム （旭化成）
⑦B情報家電実証システ
ム （三菱電機）
計

0

5

0

0

0

0

0

0

0

3

0

2

0

1

0

0

6

77

30

14

総合評価概要
本事業の対象である、音声認識技術は将来の産業を支える基盤技術の一つ。次世代のヒューマ
ンインターフェイスの中心で、基本技術としてグローバルスタンダード化が必要な技術であると
考えられる。従って国策として取り組む必要があるテーマである。事業化、波及効果も具体的企
業名、商品名、時期などが明記されているものが多く成果が出ていると言える。事業目標は全て
達成されており、音声認識、音声インターフェースの技術開発と実用化に大きな進歩をもたらし
た事業であると評価される。開発意図、意義は明確であり、成果も順調に事業化まで進められて
いるようである。音声認識への期待も一段と高まることが予想されることから、研究の意義は大
きく、研究成果を採り入れた製品も多数出ていることから、総合的に高く評価出来る事業である。
基盤技術の研究・開発を大学が担当し実用化に向けた周辺技術を企業が担当することで、産業化
に向けた開発が円滑に行われている。特に基盤技術において世界最先端の成果を挙げている点は
すばらしい。
他方で、競争関係にある企業間での共同開発は、自社に囲い込むべきところはオープンにしな
いで進めるため、事業化の段階で個々の企業が新たに開発する重複投資になることが懸念され
る。産業化に向けては、国際的な戦略の下、海外企業、大学を戦略的に取り込む工夫を行うべき
であり、参加者間の情報共有、社会的価値観の共有が重要である。
将来的には発話モデル、言語モデルなどの抜本的な進展が必要であり、本プロジェクトで得ら
れた、いわゆる音声認識の頑健性を活かしていくことが重要である。
今後の研究開発の方向等に関する提言
情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術の目標達成に際しては、音声以
外のモダリティーとの協調を考える必要があるのではないか。
また、ヒューマンインターフェイスデバイスのための研究開発の強化に加え、今後は、開発し
た技術の利活用を促進するための実証事業も実施していく段階にあるのではないか。
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評点法による評点結果
（情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術の開発事業）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.17

0.75

２．研究開発等の目標の妥当性

2.50

0.55

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.17

0.41

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.83

0.41

５． 研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性

2.00

0.63

６．総合評価

2.50

0.55
平均 点
標
準
偏
差

（各項目：３点満点）
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00

2.50

2.50
2.17

2.17

1.50
1.00
0.50
0.00

xviii

1.83

2.00

第１章 評価の実施方法

１

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、
２

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・事業の運営に支障をきたす、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（プ
ロジェクト等）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委員名簿にある６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商務情報政策
局情報通信機器課が担当した。
３．評価対象
技術に関する施策「情報通信機器関連」
技術に関する事業
Ａ．セキュア・プラットフォームプロジェクト事業（実施期間：平成１９年度
から平成２１年度）
Ｂ．次世代回路アーキテクチャ技術開発事業（実施期間：平成２０年度から平成
２４年度）
３

Ｃ．情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術の開発事業（実
施期間：平成１８年度から平成２２年度）
を評価対象として、研究開発実施者（技術研究組合超先端電子技術開発機構、(株)半導
体理工学研究センター、早稲田大学）から提出された資料をもとに、技術に関する事業
（プロジェクト）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、評価の方法等、技術に関する施策・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、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生じると認
められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。
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
４

・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

５
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技術に関する施策

1．施策の目的・政策的位置づけの妥当性
（１）施策の目的の妥当性
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。
（別紙１〜１９参照）
（２）施策の政策的位置付けの妥当性
・ 図表１−１に示すように、22 年度予算概算要求等に係る事前評価書の施策名「16. 情
報産業強化」では、新たな成長と低炭素社会実現のための IT 戦略展開として、グリ
ーン IT の推進や半導体産業の競争力強化の必要性を掲げた。また、ロジックモデル
（図表１−２）では上位アウトカム目標である「IT による温暖化対策」に対する中
位アウトカム目標として「グリーン IT の推進」や「半導体の産業力強化」が明確に
関係付けられている。
・ 一方、図表２−１に示すように、22 年度予算概算要求等に係る事前評価書の施策名
「27. 省エネルギーの推進」では、省エネ技術の開発と国際展開による産業の国際
競争力の強化等の必要性が掲げられている。また、ロジックモデル（図表２−２）
では上位アウトカム目標である「国内省エネルギー対策の促進」に対する中位アウ
トカムとして「省エネ技術開発の促進」が明確に関係付けられている。
・ 別紙１〜１９のロジックツリーに示したとおり、本プログラムの目的は明確である
（本ロジックツリーは各プロジェクトの事前評価書等によっている）。

７

図表１−１

図表１−２

22年度施策事前評価書に見られるIT戦略展開
（16. 情報産業強化）

22年度施策事前評価書に見られる施策効果が発現するまでのロジ
ックモデル
（16. 情報産業強化）

８

図表２−１

図表２−２

22年度施策事前評価書に見られる省エネルギー推進
（27. 省エネルギーの推進）

22年度施策事前評価書に見られる施策効果が発現するまでのロジ
ックモデル
（27. 省エネルギーの推進）

９

（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 国の関与の必要性
情報家電・情報通信機器産業は、国内だけでも約１７兆円、一方、薄型テレビの大画
面化・高精細化が進むなど、機器単体での消費電力量の増加により、家庭全体での消費
電力量の増加が見込まれている。
このような状況下、京都議定書の目標達成はもちろん、経済的な観点からも、今後、
情報通信機器の省エネ化に対するニーズは一層高まるものと考えられ、結果として情報
通信機器の省エネ化の成否が各企業の製品・機器の差別化要因として今後、国際競争力
の面で大きく影響を与える状況。
こうした状況を踏まえ、我が国情報産業が、競争関係にある諸外国企業に対し、経営
環境の面で大きな不利とならないよう、国として必要な条件整備を進める必要がある。
特に研究開発投資については、さらなる省エネの進展を視野に入れつつ、第３期科学
技術基本計画等に明記されているように、長期を見据えた継続的な投資によって他の技
術優位を維持し続ける体制づくり及びリスクの高い将来技術のための研究開発投資が
必要。
また、省エネルギーの推進の観点からも、技術開発は不確実性の大きな領域であるた
めに、国が積極的に支援する必要であり、更なる省エネルギーに資する社会インフラを
整備するためにも、国が関与する必要性があると考えている。
② 国民や社会のニーズとの適合性
薄型テレビの大画面化・高精細化が進むなど、機器単体での消費電力量の増加により、
家庭全体での消費電力量の増加が見込まれている。このような状況下、京都議定書の目
標達成はもちろん、経済的な観点からも、今後、情報通信機器の省エネ化に対するニー
ズは一層高まるものと考えられ、結果として情報通信機器の省エネ化の成否が各企業の
製品・機器の差別化要因として今後、国際競争力の面で大きく影響を与える状況である。
また、省エネルギーの推進の観点からも、産業部門は、これまで規制や助成などによ
る個別対策が相当の効果を上げてきたため、今後は分野横断的な取組も含め、省エネル
ギー機器等の導入支援等と並行し革新的技術開発が必要である。
③官民の役割分担
国が研究支援を行い、民間企業が共同研究を行うなど、官民の役割分担がなされて
いる。
２．施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性
(1)現時点において得られた成果は妥当か。
①次世代高効率エネルギー利用型住宅システム技術開発・実証事業(H21‑H22)
１０

【アウトプット】
直流システムの技術開発と、省エネルギー効果の実証を実施。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ 住宅内交流・直流併用システムの実証
・ 住宅内直流配線・情報ネットワーク融合可能性
・ 有識者委員会等による将来の直流システムの検討
【アウトプットからアウトカムへの展開】
太陽光発電を搭載する新築住宅等から、本事業の成果であるシステムを導入
【アウトカム】
次世代高効率エネルギー利用型住宅システムの実現による、エネルギー使用量の
急激な増加への対応
②

次世代半導体材料・プロセス基盤プロジェクト（MIRAI）(H13‑H22)
【アウトプット】
高機能ＬＳＩの実現に不可欠な半導体構造の微細化に対応できる半導体デバイ
ス・プロセス基盤技術の確立。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ 新構造極限 CMOS トランジスタ関連技術開発
・ 新探究配線技術開発
・ 特性ばらつきに対し耐性の高いデバイス・プロセス技術開発
・ 次世代マスク基盤技術開発
【アウトプットからアウトカムへの展開】
本事業成果をhp32nm以細の半導体デバイス製造へ適用
【アウトカム】
超低消費電力システムLSIの実現による、継続的な産業競争力の確保

③

次世代低消費電力半導体基盤技術開発（MIRAI）(H13‑H22)
【アウトプット】
EUV露光における環境クリーン化技術の開発。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ EUV マスクの開発
・ EUV 光源高信頼化技術の開発
【アウトプットからアウトカムへの展開】
量産用露光装置の導入によるhp32nmの製造
【アウトカム】
hp32nm以細の微細加工の実現による、エネルギー使用量の急激な増加への対応お
１１

よび継続的な産業競争力の確保
④

立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発(H20‑H24)
【アウトプット】
積層技術等を利用した新三次元化技術により、新たな機能の発揮と飛躍的な性能
向上を実現する立体構造新機能集積回路技術を確立。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ 多機能高密度三次元集積化技術開発
・ 複数周波数対応通信三次元デバイス技術開発
・ 三次元回路再構成可能デバイス技術開発
【アウトプットからアウトカムへの展開】
本事業成果により、三次元積層チップ、複数周波数対応通信システムインパッケ
ージ等を実用化
【アウトカム】
三次元回路再構成可能デバイスの実用化による、継続的な産業競争力の確保

⑤

次世代プロセスフレンドリー設計技術開発(H18‑H22)
【アウトプット】
高機能システムLSIの実現に不可欠な製造性を考慮したLSI設計技術を開発し、我
が国の半導体関連産業の国際競争力強化。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ 製造性考慮設計の基盤技術開発
・ 製造性考慮設計の標準化技術
・ 新技術事象に対する製造性考慮設計技術開発
【アウトプットからアウトカムへの展開】
hp45nm、hp32nmに対応したシステムLSIの設計生産性を向上
【アウトカム】
微細化を進める上での設計効率向上および歩留まり向上による製品コスト競争
力の強化による、継続的な産業競争力の確保および省エネ効果の高い半導体のい
ち早い普及

⑥

半導体アプリケーションチッププロジェクト(H15‑H21)
【アウトプット】
情報家電（車載を含む）の高度化（多機能化、高性能化、セキュリティ向上等）
を実現できる半導体チップ技術の開発。
具体的な実施内容は以下の通り。
１２

・ 機器の高度化を実現する半導体チップ技術の開発
・ ネットワークインフラ、あるいはセキュリティ方式等の標準化を目的とした
基盤的技術の開発
【アウトプットからアウトカムへの展開】
先進的な情報家電の開発や情報家電の省エネにつながる新しいアプリケーショ
ンチップの実現
【アウトカム】
情報家電の高度化向けチップの世界に先駆けた普及促進による、継続的な産業競
争力の確保
⑦

次世代回路アーキテクチャ技術開発事業(H20‑H24)
【アウトプット】
産学連携による回路アーキテクチャの開発。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ 微細化に適した回路デザインの発掘
・ 学界公募研究テーマによる民間企業の 65nm 以細半導体プロセス開発
【アウトプットからアウトカムへの展開】
大学やベンチャー等の優れた回路デザインの試作・評価・検証を通じて優れた回
路デザインを拡充
【アウトカム】
革新的アイデア開発成果の社会への早期普及・導入による、継続的な産業競争力
の確保

⑧

グリーンＩＴプロジェクト(H20‑H24)
【アウトプット】
将来のネットワークシステムに使われるＬＳＩの低消費電力化に貢献する極低
電力回路・システム技術を開発。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ ｸﾞﾘｰﾝｸﾗｳﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ技術開発
・ 次世代パワーデバイス開発
・ 超高密度ナノビット磁気記録技術
・ 次世代大型有機 EL ディスプレイｲ基盤技術開発
・ 省エネ型ネットワーク技術
・ サーバ抜熱およびｽﾄﾚｰｼﾞｼｽﾃﾑ技術開発
・ 革新的省エネデバイス開発
【アウトプットからアウトカムへの展開】
１３

サーバ、ネットワーク機器等の省エネ化に加え、低消費電力型の大規模集積技術
（グリーン・クラウドコンピューティング）を実用化
【アウトカム】
情報化社会の進展に伴うIT機器の消費電力増大への対応による、エネルギー使用
量の急激な増加への対応および我が国コンピュータ産業及びグリーン・クラウド
利用企業の競争力強化
⑨

次世代高効率ネットワークデバイス技術開発(H19‑H23)
【アウトプット】
次世代高効率ネットワーク実現に向けたデバイス基盤技術の確立およびシステ
ム化の検証。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ 次世代高効率ネットワークデバイス共通基盤技術の開発
・ 次世代高効率ネットワークシステム化技術の開発
【アウトプットからアウトカムへの展開】
本事業により開発した省エネ型の各種デバイス、大規模ルータを市場投入
【アウトカム】
次世代高効率省エネネットワークシステムの構築による、エネルギー使用量の急
増への対応および放送通信融合サービスや情報家電などの新市場創出

⑩

次世代大型低消費電力ディスプレイ基盤技術開発(H19‑H23)
【アウトプット】
高効率部材等の開発を行うことにより、大画面かつ高精細・高画質でありながら
電力消費の少ない次世代液晶ディスプレイ・プラズマパネルディスプレイとして
の基盤技術を確立。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ 装置技術およびプロセス技術の開発
・ 画像表示技術の開発
・ 高効率部材の開発
・ 保護膜材料の開発
・ 保護膜に適したパネル設計･駆動技術の開発
・ 生産プロセス技術（真空一環装置）の開発
【アウトプットからアウトカムへの展開】
省エネ液晶テレビ・プラズマテレビの早期の市場投入を実現
【アウトカム】
次世代大型低消費電力ディスプレイの実現による、エネルギー使用量の急激な増
１４

加への対応
⑪

セキュア・プラットフォームプロジェクト(H19‑H21)
【アウトプット】
情報アクセス権限を統合し集中管理する機構を導入した仮想化技術の開発。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ 企業のセキュリティポリシーを遵守徹底する統合アクセス制御の開発
・ 必要なアクセス機構を備えた仮想化機能の開発
【アウトプットからアウトカムへの展開】
オープンソース・ソフトウェアを基本として開発することで、本事業成果を広く
普及
【アウトカム】
ITリソースの効率よい活用手法の確立による、継続的な産業競争力の確保

⑫

パワーエレクトロニクスインバータ基盤技術開発(H18‑H20)
【アウトプット】
SiCスイッチング素子を用いたパワーエレクトロニクスインバータ基盤技術を確立
具体的な実施内容は以下の通り。
・ 高効率・高密度インバータユニット技術開発
・ 高効率・高密度インバータ革新的高度化基盤技術開発
【アウトプットからアウトカムへの展開】
自動車のインテリジェント化、省エネ化、ハイブリッド／燃料電池自動車の開発
・普及の促進等を実現
【アウトカム】
SiCスイッチング素子インバータの各種アプリケーションへの活用による、エネ
ルギー使用量の急激な増加への対応

⑬

情報家電センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術の開発

(H18‑H20)
【アウトプット】
情報家電の使い勝手を向上させるインターフェースデバイスの開発。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ 機器やメーカーの違いを超えて相互連携できるための基盤技術の開発
・ メーカーや機器の壁を越えた共通プラットフォームの開発
【アウトプットからアウトカムへの展開】
音声認識等のヒューマンインターフェース技術の実現により、情報家電利用環境
１５

のユーザビリティが向上し、情報家電の普及を促進
【アウトカム】
情報家電をインターフェースによらず管理するプラットフォームの実現による、
家電インターフェースのユニバーサルデザイン化による社会の改革
⑭

高速不揮発メモリ機能技術開発(H22‑H24)

【アウトプット】
革新的な省エネ携帯情報通信機器の実現。
具体的な実施内容は以下の通り。
・

材料開発

・

プロセス開発

・

仕様検討・評価

【アウトプットからアウトカムへの展開】
高速不揮発メモリ機能を有する携帯電話、ＰＨＳ等を実用化
【アウトカム】
革新的な省エネ携帯情報通信機器の実現による、エネルギー使用量の急激な増加
への対応および継続的な産業競争力の確保
⑮

ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造ナノ電子デバイス技術開発(H19‑H23)
【アウトプット】
ハイパワー・超高効率の電力素子などの作製に必要な窒化物半導体結晶成長技術
の確立。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ 高品質大口径単結晶基板の開発
・ 高品質大口径エピタキシャル成長技術の開発
・ 窒化物半導体単結晶基板上電子デバイスの評価
・ ナノワイヤ FET やシリコンナノワイヤの物性探求
・ シリコンプラットフォーム上のⅢーⅤ族半導体チャネルトランジスタ等新材
料探索
【アウトプットからアウトカムへの展開】
シリコンナノワイヤ技術等の新技術を半導体デバイス製造へ適用

【アウトカム】
ハイパワー・超高効率の電力素子の広範な製品への応用や半導体デバイスの省エ
ネ化・高性能化の実現による、エネルギー使用量の急激な増加への対応および継
続的な産業競争力の確保
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⑯

スピントロニクス不揮発性機能材料技術開発(H18‑H22)
【アウトプット】
情報通信分野での革新的諸機能を実現するための基盤技術の確立、スピン不揮発
性デバイス技術の研究開発。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ スピン RAM 基盤技術
・ スピン新機能素子設計技術
【アウトプットからアウトカムへの展開】
スピンRAMが携帯情報端末に適用され市場を形成
【アウトカム】
多種多様なスピン不揮発性デバイスの実現・応用による、エネルギー使用量の急
激な増加への対応および継続的な産業競争力の確保

⑰

低損失オプティカル新機能部材技術開発(H18‑H22)
【アウトプット】
動作原理に近接場光を用いる新機能部材の基盤技術、材料･加工技術、光学特性
評価技術開発。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ 低損失オプティカル新機能部材に関する基盤技術研究開発
・ ナノ構造を用いた偏光制御部材研究開発
【アウトプットからアウトカムへの展開】
本事業で開発した偏光板を取り入れた高性能な小型・携帯プロジェクター、液晶
ディスプレイの実用化
【アウトカム】
幅広い産業分野で活用される低損失光学部材の創出による、エネルギー使用量の
急激な増加への対応

⑱

有機発光機構を用いた高効率照明の開発(H19‑H21)
【アウトプット】
高効率・低コスト化を踏まえた有機EL照明光源の高演色化技術を確立。
具体的な実施内容は以下の通り。
・ 生活用照明を代替する高性能照明光源の開発
・ 高演色性光源デバイスの省資源型製造プロセス技術の開発
【アウトプットからアウトカムへの展開】
蛍光灯に代わる必要なスペックを達成した有機ＥＬ照明を実用化
【アウトカム】
１７

省エネルギー有機EL照明(生活照明)の実用化による、エネルギー使用量の急激な
増加への対応
（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（プロジェクト等）
が適切に配置されているか。
別紙１〜１９参照
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別紙１

情報通信機器分野
トッ プダウン
市 場 ニーズ
（ 背景）

実現上の課題

（Market）

（F unction）

エネルギー 資
源の不足

継続的な産業
競 争 力 の強
化・確保
ＩＴの利活用の深
化・拡大を 図り、
よ り豊かな国民
生活を 実現する
とともに、我が国
の経済活力の向
上を 図る

次 世 代 半導
体 の 国 際競
争 を 勝ち抜く
超 微 細 化・低
消 費 電 力及
び 設 計 ・製造
技術

高齢化、 国際化
の進展等によ り
、年齢、性別、障
害の有無、国籍
等にかかわらず
多様な人々の安
心な生活を 目指
す

住宅導入時の安全性基準の提案
住宅で の省エ ネ効果10%以上を実証
直流配線と情報NW融合の価値の提示
直流シス テムの20%省エネ効果の提示

送電における
省エ ネの実現
（ 別の課の担当領域）

非IT機器の省エネの実現

家電の改良
照明の改良

省エ ネの達成

処理系の省エネ化

使用における
省エネの実現

IT機器の省エネの実現
イ ン タフェ ース系の省エネ化

不良頻度の減少
内部要因に対する
信頼性向上

高精細・高画質な 従来比１/２以下の 低消
費電力型液晶ディス プレイの実現

直流系システムの実現

50型フルHDパネルでの年間電力消費量
が現在の2/3以下のPDPの実現

有機発光機構導入によ る 改良

電源オフの状態を基本として 、情報処理が
必要な 時のみ電力を消費

要素デバイ スで改良
全体設計で改良
通信系の省エネ化
表示系の省エネ化

ｸﾞﾘｰﾝｸﾗｳﾄﾞｺﾝﾋﾟｭ ｰﾃｨﾝｸﾞ技術開発
次世代パワーデバイス 開発
超高密度ナノビット磁気記録技術

高分解能二次元プラズモ ン評価技術 実現
近接場光信号ｷｬﾘｱﾅﾉ 構造新機能部材へ
応用・ 機能確認

製造での歩留まり向上

透過率~75%偏光制御部材の試作・ 実証

安定に作動する 材料の開発
監視手法の工夫
フィードバック機構の活用
冗長性を 持たせる

情報セキュリティ向上

機密性の向上（情報を 漏らさない）

物理セキュリティ向上

各種ノイ ズ耐性向上

（Technology ）
事業（PRJ）
次世代高効率エ ネルギー利用型
住宅シ ステム技術開発・ 実証事業
(H21〜H22)

次世代大型低消費電力
ディス プレイ基盤技術開発
(H19〜H23)

高速不揮発メモ リ機能技術開発
(H22〜H24)

光通信個別ﾃﾞﾊﾞｲｽ集積化対応特性 実現
省エ ネ単一磁束量子ﾈｯ ﾄﾜｰｸ技術の実現
機器内光通信ｻﾌﾞｼｽﾃﾑとのｼｽﾃ ﾑ化実 証
超高速光LAN-SANシス テム用光NICに関
し省電力効果を実証
有機EL照明光源の高演色性化技術実 現
有機ELの寿命支配要因の解明
低コス ト化促進製造プロセス 技術の確立
hp32nm~hp22nmCMOSトランジ ス タの
技術選択肢提示と確立
新材料ビア特性実証(hp32nm技術領域

システムによ る 実現
半導体によ る 実現

仮想化
ｱｰｷﾃｸﾁｬで実現

低損失オプティカル
新機能部材技術開発
(H18〜H22)
次世代高効率
ネットワークデバイス 技術開発
(H19〜H23)

有機発光機構を用いた
高効率照明の開発
(H19〜H21)

個別チップ の小型化
チップ の集積度の向上
大容量化の達成
（小型化）

機能性・ 拡張性
の向上

チ ップ への記録手法の変更

材料・構造の工夫
配線方法の工夫
面積の減少(微細化)
高さの低減

チップ 配置の工夫

空間利用効率の向上

新手法の改良

新原理の活用(光など )

計算処理機能の拡張性向上

ﾘｺﾝﾌｨｷﾞｭﾗﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽの利用

ﾁｯﾌﾟに計算以外の機能付加

駆動部・セン サ等の追加(MEMS等)

コストへの直接的
アプローチ

設計・製造コストの削減

低コスト化
コストへの間接的
アプローチ

生産性向上

スループ ットを 上げる

感覚での入力導入

インバータ比で 変換損失低減の実証

ｾｷｭ ﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ遵守と視覚化の実現
強固な 隔壁を持つ仮想サーバの構築
高精度な EUV露光技術の実現
最大反射率低下が10%以下汚染量明 示
スピンRAM動作実証
新ｽﾄﾚｰｼﾞ・ﾒ ﾓﾘﾃﾞﾊﾞｲｽ設計技術の実証
(1 0 ｐs 幅)不揮発性光ﾒ ﾓﾘ機能実証
ス ピン能動素子の実用可能性を実 証
３〜４インチ無極性単結晶基板の 実現
低欠陥高品質GaN、混晶エ ピ層実現
有/無極性単結晶基板上FETの 差違提 示
ﾅﾉ ﾜｲﾔFETやｼﾘｺﾝﾅﾉ ﾜｲﾔの物性探求
ｼﾘｺﾝﾌﾟﾗｯ ﾄﾌｫｰﾑ上のⅢ ーⅤ 族半導体ﾁｬﾈ
ﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ等新材料探索
多機能高密度3D集積化設計技術と評価
解析技術の有効性実証
周波数特性可変のMCM 小型化実証
周波数特性可変のMCM 小型化実証
三次元回路再構成可能ﾃﾞﾊﾞｲｽのｱ ｰｷ ﾃｸﾁ
ｬ・ ﾌﾟﾛｾｽﾌﾛｰの実証

インターフェース
の円滑化
連携の
高度化

音声入力の導入
触覚の多様化

hp45nm領域高生産性の実現・実証

ファ ジー機能の開発

ヒト ‐ モノ 間

思考の伝達

脳波測定と感情の関係性解明

高機能シ ステムLSIの開発

利用者の実生活を充実させる環境 を提供
ヒト - ヒト間

出力手段の多様化

情報家電産業の国際競争力向上貢献

インターフェース
の円滑化

本施策の事業として着手されていない課題
出所：イ ノベーショ ンプログラム基本計画、実施計画、技術戦略マップ 2009、IT新改革戦略H18
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革新的な 省エ ネ携帯情報通信機器
の実現

動作原理に近接場光 を用いる新機
能部材の基盤技術、材料･加工技
術、光学特性評価技術開発

次世代高効率ネット ワーク実現に向
けたデバイス 基盤技術の確立およ
びシ ス テ ム化の検証

高効率・低コス ト 化を踏ま えた有機
EL照明光源の高演色化技術を確
立

高機能Ｌ ＳＩの実現に不可欠な 半導
体構造の微細化に対応で きる半導
体デバイス・プ ロセス 基盤技術の確
立

EUVLﾏｽｸ製作〜露光工程基盤技術確立

情報家電の高度化に資する半導体チ ップ
の開発

入力手段の多様化

高効率部材等の開発を行うことによ
り、大画面かつ高精細・高画質で あ
りながら電力消費の少な い次世代
液晶ディ スプ レイとして の基盤技術
を確立

次世代半導体材料・
プロセス基盤プロジ ェクト（ MIRAI）
(H13〜H22)

標準TEGの設計手法確立
特性ばらつき高耐性ﾃﾞﾊﾞｲｽ構造の 提案

インバータ革新的高度化基盤技術の 確立

デパプ ロ で実現

高性能化

並列化（ﾏﾙﾁｺｱ/ﾒﾆｺｱ）

直流シ ス テムの技術開発と、省エネ
ルギー効果の実証を実施

将来のネット ワークシ ス テムに使わ
れるＬ ＳＩの低消費電力化に貢献す
る極低電力回路・シス テ ム技術を開
発

(光等)新配線技術の指針提示

高速化の達成

概要

グリーンＩＴプロジェクト
(H20〜H24)

次世代大型有機ELﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ基盤技術 開発
省エネ型ネットワーク技術
ｻｰﾊﾞ抜熱およびｽﾄﾚｰｼﾞｼｽ ﾃﾑ技 術開発
革新的省エネデバイス 開発

設計での歩留まり向上

事前対応の工夫
事後対応の工夫

外的要因に対する
信頼性向上

（従来の）交流系システムの改良

誤作動要因を 排除する
不良自体への対応

高信頼化

人 の豊 かさに貢 献 する
人(に優しい )

ユニ バーサル
デザイ ン化に
よ る 社会の改
革

事業目標

欠陥・ミスを なくす

先 進 性 を向 上 し競 争力を確 保する

情報通信機器技術分野

2030年 ま で
に 最終エネル
ギ ー 消費効
率 を 30％ 以
上改善

人と環境の豊かさに貢献する先進的情報通信技術の開発・
普及

エネルギー資源
に乏しい 日本は
、利用面におい
ても革新的な変
革で難局を 乗り
切る 必要がある

環 境 の豊 かさに貢 献 する
環(境負荷が小さい 省
/ エネ )

ラ イ ススタイルの
変化に伴い増加
したエネルギー
消費は今後も継
続傾向

技 術 （ 国 の事業）

目標

施策
エネルギー使
用量の急激な
増加

ボトムアップ

必 要 と さ れる施 策

パワーエレクトロニ クス インバータ
基盤技術開発
(H18〜H20)

SiCス イッチング素子を用いたﾊ ﾟﾜｰ
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ｲﾝﾊ ﾞｰ ﾀ基盤技術を確立

セキュア ・ プラットフォーム
プロジェクト
(H19〜H21)

情報ア クセス 権限を統合し集中管
理する機構を導入した仮想化技術
の開発

次世代低消費電力
半導体基盤技術開発（ MIRAI）
(H16〜H22)

EUV露光における環境クリーン化
技術の開発

ス ピントロニ クス
不揮発性機能材料技術開発
(H18〜H22)

ナノエ レクトロニ クス 半導体新材料・
新構造ナノ 電子デバイス 技術開発
(H19〜H23)

立体構造新機能集積回路
（ド リームチ ップ） 技術開発
(H20〜H24)

半導体ア プリケーシ ョンチ ップ
プロジェクト
(H17〜H21)
次世代プロセスフレンド リー
設計技術開発
(H18〜H22)
次世代回路アーキテクチャ技術
開発事業
(H20〜H24)
情報家電センサー・
ヒューマ ンインターフェイス デバイス
活用技術の開発
(H18〜H20)

情報通信分野で の革新的諸機能を
実現するための基盤技術の確立、
ス ピン不揮発性デバイス 技術の研
究開発

ハイパワー・超高効率の電力素子
など の作製に必要な 窒化物半導体
結晶成長技術の確立

積層技術等を利用した新三次元化
技術により、新たな機能の発揮と飛
躍的な 性能向上を実現する立体構
造新機能集積回路技術を確立

情報家電（車載を含む）の高度化（
多機能化、高性能化、セキュリテ ィ
向上等）を実現で きる半導体チ ップ
技術の開発
高機能シ ステ ムLSIの実現に不可
欠な製造性を考慮したLSI設計技術
を開発し、我が国の半導体関連産
業の国際競争力強化

産学連携による回路ア ーキテ クチ ャ
の開発

情報家電の使い勝手を向上させる
インターフェース デバイス の開発

明記されていないが関係がある と考えられる もの

次世代高効率エネルギー利用型住宅システム技術開発・
実証事業（H21-H22）

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

次世代高効率エネルギー
利用型住宅システム
技術開発・実証事業
①住宅内交流・直流併用シス
テムの実証

中期のアウトカム・インパクト

別紙２

NE D
O基
計画 本

住宅内交流・直流併用シ
ステムの省エネルギー効
果を実証

住宅導入時の安全性基準
の提案

民間事業者

住宅における省エネルギー
効果が10%以上であること
を実証

民間事業者

②住宅内直流配線・情報ネッ
トワーク融合可能性

直流配線と情報ネットワー
クの融合による将来価値の
提示

民間事業者

住宅内直流配線・情報ネ
ットワークの融合・統括制
御の可能性提示

③有識者委員会等による将
来の直流システムの検討

将来直流システムが約２０
％以上の省エネルギー効
果を発揮する可能性を
提示

民間事業者

将来の直流システムに対
する必要な施策提言

経済産業省

補助
（1/2）
企業等

• 事業期間H21~22
• H21予算額
100百万円
• H22予算額
63百万円

出所：NEDO基本計画、実施方針、個別事業要求説明書（H21年10月）

20

エネルギー使用量の
急激な増加への対応

NEDO

次世代高効率
エネルギー利用型住宅
システムの実現

運営費
交付金

：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

次世代半導体材料・プロセス基盤プロジェクト（MIRAI）
(H13-H22)

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

次世代半導体材料・
プロセス基盤(MIRAI)
プロジェクト
①新構造極限CMOSトランジ
スタ関連技術開発

中期のアウトカム・インパクト

別紙３

NE D
O基
計画 本

hp32nm~hp22nmCMOSト
ランジスタに対する技術選
択肢の提示と確立

民間事業者

高駆動・低リークCMOSト
ランジスタの実用化

新材料ビアのhp32nm技術
領域における特性の実証

民間事業者

新材料ビアのhp32nm領
域での実用化

光やRF等新コンセプトグロ
ーバル配線技術の指針提
示

民間事業者

光やRFを媒体にした信号
伝達・クロック伝達技術の
実用化

民間事業者

特性ばらつき対応技術の
確立と活用

民間事業者

EUVLマスク関連技術の
活用

経済産業省
②新探究配線技術開発

委託
特性ばらつき評価に有効な
標準TEGの設計手法を確
立

民間団体等

• 事業期間H13~22
• H17-21当初予算
額計
12,700百万円
• H22予算額
1,000百万円

③特性ばらつきに対し耐性の
高いデバイス・プロセス技
術開発

継続的な産業競争力の
確保

NEDO

超低消費電力
の実現
システム LSI

運営費
交付金

特性ばらつきに対して耐性
の高いデバイス構造を提
案

④次世代マスク基盤技術開
発

EUVLマスクの製作工程か
ら露光工程に至る基盤技
術の確立

出所：NEDO基本計画、実施方針、個別事業要求説明書（H21年10月）
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：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

次世代低消費電力半導体基盤技術開発（MIRAI）
(H13-H22)

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

別紙４

次世代低消費電力半導体
基盤技術開発（MIRAI）
個別
事
求説 業要
明書

①EUVマスクの開発

高精度なEUV露光技術の
実現

民間事業者

国内デバイスメーカでの
EUV露光プロセス開発
容易化

交付金

NEDO
委託

民間企業等

• 事業期間H16~22
• H16-21当初予算
額計：
14,150百万円
• H22予算額
1,850百万円

②EUV光源高信頼化技術の
開発

中間集光点で180Wの光
源を1年間動作後、マスク
の最大反射率低下が10%
以下となる汚染量を明示

民間事業者

出所：個別事業要求説明書（H21年10月）
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光源起因マスク、ミラーの
汚染清浄化手法の実用化

継続的な産業競争力の
確保

以細の微細加
hp32nm
工の実現

個別
事
求説 業要
明書

エネルギー使用量の
急激な増加への対応

経済産業省

：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

立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発
(H20-H24)

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

立体構造新機能集積回路
（ドリームチップ）
技術開発

中期のアウトカム・インパクト

別紙５

NE D
O基
計画 本

①多機能高密度三次元集積
化技術開発

多機能高密度三次元集積
化技術として開発した設計
技術と評価解析技術の有
効性を実証

民間事業者

次世代三次元積層SiPの
実用性の提示

②複数周波数対応通信三次
元デバイス技術開発

周波数特性可変のMCM
による小型化可能性実証

民間事業者

複数周波数対応通信三次
元デバイスをSiP形態で実
現

③三次元回路再構成可能デ
バイス技術開発

三次元回路再構成可能デ
バイスのアーキテクチャ・プ
ロセスフローを実証

民間事業者

機能ブロックを柔軟に組
み合わせたハイブリッドア
ーキテクチャの開発

経済産業省

委託

民間団体等

• 事業期間H20~24
• H20-21当初予算
額計
2,400百万円
• H22-24予算額
3,834百万円

出所：NEDO基本計画、実施方針、個別事業要求説明書（H21年10月）
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継続的な産業競争力の
確保

NEDO

三次元回路再構成可能
デバイスの実用化

運営費
交付金

：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

次世代プロセスフレンドリー設計技術開発
(H18-H22)

別紙６
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

次世代プロセスフレンドリー
設計技術開発

①製造性考慮設計の基盤技
術開発

補助
（1/2）

②製造性考慮設計の標準化
技術

hp45nm領域に対し従来手
法から2倍の生産性を実現
・実証

民間事業者

設計と製造工程を一体的
に捉えた全体最適プロセ
スの実現

民間企業等

• 事業期間H18~22
• H18〜H21当初予
算総額
3,513百万円
• H22予算額
578百万円

③新技術事象に対する製造
性考慮設計技術開発

省エネ効果の高い半導
体のいち早い普及

基本
計画

NEDO

微細化を進める上での
設計効率向上および歩
留まり向上による製品
コスト競争力の強化

運営費
交付金

継続的な産業競争力の
確保

経済産業省

基本
計画

要求
説明
書

：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
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出所：NEDO基本計画、実施方針、個別事業要求説明書（H21年10月）

半導体アプリケーションチッププロジェクト
(H15-H21)

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

別紙７

次半導体アプリケーション
チッププロジェクト

①機器の高度化を実現する
半導体チップ技術の開発

情報家電の高度化に資す
る半導体チップの開発

民間事業者

委託

情報家電の高度情報通信
機器化を実現する半導体
チップの実用化

継続的な産業競争力の
確保

NEDO

情報家電の高度化向け
チップの世界に先駆けた
普及促進

基本
計画

研究機関
(企業、大
学等)

• 事業期間H17~21
• H18予算額
1,975百万円
②ネットワークインフラ、ある
いはセキュリティ方式等の
標準化を目的とした基盤的
技術の開発

：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

出所：NEDO基本計画、実施方針
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次世代回路アーキテクチャ技術開発事業
(H20-H24)

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

別紙８

中期のアウトカム・インパクト

次世代回路アーキテクチャ
技術開発事業

①微細化に適した回路デザイ
ンの発掘

経済産業省

高機能な情報通信機器 の
開発および製品製造を実
現

委託

民間事業者

革新的アイディアによる 回
路デザインの実用化

継続的な産業競争力の
確保

個別
事
求説 業要
明書

革新的アイディア開発
成果の社会への早期普
及・
導入

個別
事
求説 業要
明書

民間団体等

• 事業期間H20~24
• H20-21当初予算
額計
464百万円
• H22-24予算額
1,240百万円

②学界公募研究テーマによる
民間企業の65nm以細半導
体プロセス開発

：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

出所：個別事業要求説明書（H21年10月）
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ああ (ああ)
グリーンＩＴプロジェクト
(H20-H24)

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

民間事業者

次世代社会基盤であるク
ラウドコンピューティング
のグリーン化

中期のアウトカム・インパクト

別紙９

グリーンＩＴプロジェクト

②次世代パワーデバイス開
発

SiCを用いたパワーデバイ
スの実現

③超高密度ナノビット磁気記
録技術

超高密度・小型・低消費電
力ハードディスクドライブの
実現

④次世代大型有機ELﾃﾞｨｽﾌﾟ
ﾚｲ基盤技術開発

究極の省エネ性能を有す
る大型有機ELディスプレイ
の実現

⑤省エネ型ネットワーク技術

省エネルギーなネットワー
クの実現

⑥ｻｰﾊﾞ抜熱およびｽﾄﾚｰｼﾞｼｽ
ﾃﾑ技術開発

データセンターの省エネの
実現

⑦革新的省エネデバイス開
発

ヘテロジニアス・メニーコア
・プロセッサの実用化

経済産業省

NEDO
委託

民間団体等

• 事業期間H20~24
• H20〜21当初予算
額計：
8,000百万円
• H22-24予算額
15,800百万円

情報化社会の進展に伴
う 機
IT器の消費電力増
大への対応

運営費
交付金

我が国コンピュータ産業
及びグリーン・クラウ
ド利用企業の競争力
強化

データセンターの省エネの
実現

エネルギー使用量の
急激な増加への対応

①ｸﾞﾘｰﾝｸﾗｳﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ技
術開発

：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

出所：個別事業要求説明書（H21年10月）
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次世代高効率ネットワークデバイス技術開発
(H19-H23)

インプット

アクション

プロジェクトの
アウトプット

別紙１０
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

次世代高効率
ネットワークデバイス
技術開発
①次世代高効率ネットワーク
デバイス共通基盤技術の
開発

光通信システムに必要な
個別デバイスの集積化対
応のための特性実現
NED
O基
計画 本

民間事業者

超高速ネットワークの構築
と実用化

経済産業省

次世代高効率
省エネネットワークシス
テムの構築

省エネルギー SFQ(単一磁
束量子)ネットワーク技術の
実現

運営費
交付金
NEDO
委託

機器内光通信サブシステ
ムとの組み合わせによるシ
ステム化実証

民間団体等

• 事業期間H19~23
• H19-21当初予算
総額
2,636百万円
• H22-23総事業費
1,099百万円

②次世代高効率ネットワーク
・システム化技術の開発

超高速光LAN-SANシステ
ム用光NICに関して、従来
比60%の省電力効果を実
証

出所：NEDO基本計画、実施方針、個別事業要求説明書（H21年10月）
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放送通信融合サービス
や情報家電などの新
市場創出

次世代高効率ネットワーク
デバイスの実用化

エネルギー使用量の
急激な増加への対応

民間事業者

：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

ああ (ああ)
次世代大型低消費電力ディスプレイ基盤技術開発
(H19-H23)

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

別紙１１

中期のアウトカム・インパクト

次世代大型低消費電力
ディスプレイ
基盤技術開発
①装置技術およびプロセス技
術の開発
NED
O基
計画 本

②画像表示技術の開発

経済産業省

高精細・高画質な従来比１/
２以下の低消費電力型液
晶ディスプレイの実現

大画面かつ高精細・高画
質でありながら電力消費
の少ない次世代液晶ディ
スプレイの要素技術確立

民間事業者

大画面かつ高精細・高画
質でありながら電力消費
の少ない次世代プラズマ
ディスプレイの要素技術
確立

NEDO

次 世 代大 型低 消費電 力
ディスプレイの実現

運営費
交付金
③高効率部材の開発

助成
（1/2）
民間団体等

• 事業期間H19~23
• H19-21当初予算
額計
2,852百万円
• H22-23予算額
1,220百万円

④保護膜材料の開発

⑤保護膜に適したパネル設
計･駆動技術の開発

50型フルHDパネルでの年
間電力消費量が現在の2/3
以下のPDPの実現

エネルギー使用量の
急激な増加への対応

民間事業者

：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

⑥清算プロセス技術（真空一
環装置）の開発

出所：NEDO基本計画、実施方針、個別事業要求説明書（H21年10月）
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セキュア・プラットフォームプロジェクト
(H19-H21)

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

別紙１２

中期のアウトカム・インパクト

セキュア・プラットフォーム
プロジェクト
戦略
重点
科
紹介 学技術
(6)
資料
、

①企業のセキュリティポリシ
ーを遵守徹底する統合アク
セス制御の開発

セキュリティポリシー 遵守
の徹底と視覚化の実現

民間事業者

システム全体への適切な
権限付与の実現

②必要なアクセス機構を備え
た仮想化機能の開発

安心・安全を実現する強固
な隔壁を持つ仮想サーバ
の構築

民間事業者

物理サーバ並みに安心・
安全な仮想サーバの実現

経済産業
省
委託
継続的な産業競争力の
確保

リソースの有効活用に
よる競合との差別化

リ
ITソースの効率よい活
用手法の確立

• ASET
(技術研究
組合 超先
端電子技
術開発機
構)
• セキュア
プラットフォ
ーム推進コ
ンソーシア
ム

• 事業期間H19~21
• 予算総額
2,595百万円

出所： 戦略重点科学技術(6) 紹介資料、CEATEC発表資料2009年10月
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：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

ああ (ああ)
パワーエレクトロニクスインバータ基盤技術開発
(H18-H20)

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

パワーエレクトロニクス
インバータ
基盤技術開発

直接アウトカム

中期のアウトカム・インパクト

別紙１３

NED
O基
計画 本

民間事業者

SiCスイッチング素子を用
いたインバータユニットの
実用化

②高効率・高密度インバータ
革新的高度化基盤技術開
発

高効率・高密度インバータ
革新的高度化基盤技術の
確立

民間事業者

SiCスイッチング素子利用
インバータの汎用化

NEDO
委託
法人
(企業、大
学等)

エネルギー使用量の
急激な増加への対応

同一定格のSiインバータユ
ニットと比較して変換損失
を大幅に低減することを実
証

スイッチング素子
SiC
インバータの各種アプリ
ケーションへの活用

①高効率・高密度インバータ
ユニット技術開発

• 事業期間H18~20
• H18予算額
1,247百万円

出所：NEDO基本計画、実施方針31

：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

情報家電センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活
用技術の開発（H18-H20）

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

情報家電センサー・
ヒューマンインターフェイス
デバイス活用技術の開発

中期のアウトカム・インパクト

別紙１４

戦略
重点
科学
技術
紹介
(6)
資料

民間事業者

音声認識によるホームネ
ットワーク管理の実現

②メーカーや機器の壁を越え
た共通プラットフォームの開
発

情報家電産業の国際競争
力の向上への貢献

民間事業者

メーカーに依存しない情報
家電管理プラットフォーム
の実現

NEDO
委託
法人
(企業、大
学等)

家電インターフェースの
ユニバーサルデザイン
化による社会の改革

利用者の実生活をより充実
させる環境を提供

情報家電をインターフェ
ースによらず管理する
プラットフォームの実現

①機器やメーカーの違いを超
えて相互連携できるための
基盤技術の開発

• 事業期間H18~20
• 予算総額
1,520百万円

出所：戦略重点科学技術(6) 紹介資料、科学技術白書H20版
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：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

高速不揮発メモリ機能技術開発(H22-H24)

別紙１５
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

電源オフの状態を基本とし
て、情報処理が必要な時の
み電力を消費する不揮発メ
モリ

民間事業者

革新的な省エネ不揮発メ
モリの実現

中期のアウトカム・インパクト

高速不揮発メモリ機能技術
開発

①材料開発

NEDO
委託

民間団体等

継続的な産業競争力の
確保

②プロセス開発

革新的な省エネ携帯情
報通信機器の実現

運営費
交付金

エネルギー使用量の
急激な増加への対応

経済産業省

• 事業期間H22~24
• 総事業費2,290百
万円

③仕様検討・評価

：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
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出所：個別事業要求説明書（H21年10月）

ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造ナノ電子デバイ
ス技術開発（H19-H23）

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

別紙１６

ナノエレクトロニクス
半導体新材料・新構造
ナノ電子デバイス技術開発
①高品質大口径単結晶基板
の開発

経済産業省

②高品質大口径エピタキシャ
ル成長技術の開発

低欠陥高品質GaN、及び
混晶エピ層の実現

③窒化物半導体単結晶基板
上電子デバイスの評価

有極性単結晶基板上FET
と無極性単結晶基板上
FET の特性の差違、及び
その利害得失の明確化

民間事業者

窒化物半導体による
高性能電子デバイスの
実現

民間事業者

次世代集積回路の実現

運営費
交付金
NEDO

エネルギー使用量の
急激な増加への対応

NE D
O基
計画 本

ハイパワー・超高効率の
電力素子の広範な製品
への応用

要求スペックを満たした４イ
ンチ有極性単結晶基板、及
び３〜４インチ無極性単結
晶基板の実現

委託

次世代集積回路の可能性
検証
⑤シリコンプラットフォーム上
のⅢーⅤ族半導体チャネ
ルトランジスタ等新材料探
索

継続的な産業競争力の
確保

• 事業期間H19~23
• H19-21当初予算
額計
1,600百万円
• H22-23予算額
1,410百万円

④ナノワイヤFETやシリコン
ナノワイヤの物性探求

半導体デバイスの省エネ
化・
高性能化の実現

民間団体等

：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

出所：NEDO基本計画、実施方針、個別事業要求説明書（H21年10月）
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スピントロニクス不揮発性機能材料技術開発
(H18-H22)

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

スピントロニクス
不揮発性機能材料
技術開発

中期のアウトカム・インパクト

NED
O基
計画 本

民間事業者

TMR素子の高性能化実
現によるスピンRAMの不
揮発性メモリ活用

②スピン新機能素子設計技
術

新ストレージ・
メモリデバイ
ス設計技術の実証

民間事業者

ストレージ・
メモリデバイス
の活用

1 0 ｐｓ幅の単一光パルス
の読み書きが可能な不揮
発性光メモリ機能を実
証

民間事業者

不揮発性スピン光機能素
子の活用

不揮発性情報記憶機能と
増幅・スイッチング 機能を
併せ持つスピン能動
素子の実用可能性を実証

民間事業者

スピン能動素子の活用

委託

民間団体等

• 事業期間H18~22
• H18-21当初予算
額計
2,530百万円
• H22予算額
320百万円

出所：NEDO基本計画、中間評価報告書、個別事業要求説明書（H21年10月）
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多種多様な
スピン不揮発性デバイス
の実現・
応用

NEDO

継続的な産業競争力の
確保

低電力磁化反転TMR 素子
技術によるスピンRAM動
作の実証

エネルギー使用量の
急激な増加への対応

①スピンRAM 基盤技術

経済産業省
運営費
交付金

別紙１７

：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
阻害要因
：必要な要員・

低損失オプティカル新機能部材技術開発
(H18-H22)

インプット

プロジェクトの
アウトプット

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

別紙１８

低損失オプティカル
新機能部材技術開発
NED
O基
計画 本

①低損失オプティカル新機能
部材に関する基盤技術研
究開発

100nm以下の分解能を持
つ二次元プラズモン評価技
術を実現

民間事業者

近接場光を信号キャリアと
するナノ構造新機能部材 へ
の応用・機能確認

民間事業者

透過率75%、消光比1：
2000(33dB)が得られる偏
光制御部材を試作し、機能
を実証

民間事業者

低損失オプティカル新機
能部材に必要とされる基
盤技術の確立

経済産業省

委託

エネルギー使用量の
急激な増加への対応

NEDO

幅広い産業分野で活用
される低損失光学部材
の創出

運営費
交付金

民間団体等

• 事業期間H18~22
• H18—21当初予算
額計
1,823百万円
• H22予算額
300百万円

②ナノ構造を用いた偏光制御
部材研究開発

技術応用部材としての
ﾅﾉ構造偏向制御部材
試作実証

出所：NEDO基本計画、実施方針、事前評価書、個別事業要求説明書（H21年10月）
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：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

別紙１９
有機発光機構を用いた高効率照明の開発
(H19-H21)

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

有機発光機構を用いた
高効率照明の開発
NED

O基
計画 本

①生活用照明を代替する高
性能照明光源の開発

有機ELの寿命支配要因の
解明

民間事業者

低コスト化が促進される製
造プロセス技術の確立

民間事業者

高演色・長寿命
生活用照明新光源の
実現

NEDO
委託

研究機関

エネルギー使用量の
急激な増加への対応

民間事業者

省エネルギー有機 EL
照
明 生(活照明 の)実用化

高効率な有機 EL照明光源
の高演色性化技術の実現

(企業、
研究組合等)

• 事業期間H19~21
• H19実施額
360百万円
• H20実施額
771百万円
• H21予算額
506百万円

②高演色性光源デバイスの
省資源型製造プロセス技術
の開発
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生活照明用有機EL光源
の低コスト製造の実現

：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

第３章 技術に関する事業の概要
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第３章

技術に関する事業の概要

A セキュア・プラットフォームプロジェクト事業（プロジェクト）
１−A 事業の目的・政策的位置付け
１−１−Ａ 事業目的
ビジネスの現場では、顧客ニーズの多様化／高度化、ビジネスサイクル
の短縮化、グローバルな競争の激化等が進展しており、企業が高い競争力
を確立し維持していくためには、IT を活用した効率的な経営資源の管理
運用が必要となる。
しかし多くの企業では、新たな業務やサービスが増えるたびに、用途や
部門ごとの情報システムを導入／拡張し、大量かつ多種多様のハードウェ
アとソフトウェアを異なる管理者の元に分散配置する状況となった。これ
により、導入／管理コストや設置スペース／電力消費等の増大が問題視さ
れている。また、企業の生産性向上を目的にした情報の戦略的活用の要求
に応えるため、より高品質／高信頼／高安全な製品やサービスの提供が迅
速かつ低コストに求められており、高効率等を目的とするITの選択と集中
（サーバ統合･集約）の機運が高まっている。
こうした事情を背景として、複雑かつ異種混合のシステムプラットフォ
ーム環境を簡易に統合集約でき、システム運用のコスト削減や省エネルギ
ーにも寄与するサーバ仮想化技術が脚光を浴び始めている。しかしながら、
仮想化によるシステムの不安定化や保護資産に関する不正アクセス／情
報漏洩の被害拡大等、信頼性と情報セキュリティに関する懸念がその普及
を妨げている。
一方、内部統制とその監査／報告を上場企業に義務付けた金融商品取引
法の施行に伴い、従来の外部脅威対策や個人情報保護法対応のみでなく、
情報システムの監査ログ収集／分析やセキュリティポリシーの徹底等、内
部の脅威を意識した統合的な情報セキュリティ対策が必要になってきて
いる。ところが、そうした統合的なセキュリティ対策は運用コストが膨大
になることから、セキュリティ強化と運用コスト削減を両立する対策が求
められている。
本事業では、次世代の情報システムプラットフォームに求められる安定
性や安全性の確保と、導入／運用コストの削減を実現し、省電力にも寄与
する以下のシステム基盤技術の確立と国際標準化を狙い、「セキュア・プ
ラットフォーム」の研究開発を行う。
①安定・安全なサーバ仮想化技術
②堅牢性と運用性を両立する統合的なセキュリティ管理技術
これらを３年間の研究開発事業として実施し、各年度で段階的な研究開
39

発、国際標準化、調査／普及活動を実施することで、わが国ソフトウェア
産業のみならず、今後ますますソフトウェアに依存して行くと予想される
わが国産業全体の競争力強化、およびわが国の経済社会システムの信頼性
確保を図る。
１−２−Ａ 政策的位置付け
本事業は、第３期科学技術基本計画の期間中の「情報通信分野における
戦略重点科学技術」の中の｢革新的IT技術による産業の持続的な発展の実
現｣における「（６）世界標準を目指すソフトウェアの開発支援技術」の
１施策である。
１−３−Ａ 国の関与の必要性
本事業で開発するセキュア･プラットフォームは、次世代情報システム
の基盤（プラットフォーム）となるべきセキュアなサーバ統合を実現する
仮想化技術によって情報システムを統合するとともに、情報アクセス権限
を統合的に管理する機構を導入することでその効率化を目指すものであ
り、これらの実現によってわが国産業の生産性向上や情報セキュリティレ
ベルの底上げが期待される。しかしながら、本事業が目指す技術領域は未
成熟であり、本プロジェクトでの高度な技術開発は単独企業による技術的
困難さや高い開発リスクが予想される。また、プロジェクトに必要な各種
データの収集／評価／分析が競合関係や受発注関係にある民間企業同士
では成し得ないものがあるため、国による中立性の高い支援が必要であり、
国のイニシアティブの下、企業間はもとより産学をも巻き込んだ人的資源
（仮想サ−バ技術者とセキュリティ技術者）の連携強化の実施等により、
効率的かつ効果的な技術開発を推進することが望まれる。
また、仮想サーバ技術や情報アクセス制御技術は情報処理技術の要であ
るため、標準化の取り組みが国際的に加速しており、特に仮想サーバ技術
では先発の海外仮想サーバ専業ベンダと後発の海外ＯＳベンダとの間で
主導権争いが展開されている。よって、わが国単独企業による参画では標
準取得機会の損失リスクはかなり高く、本プロジェクトの重要な技術成果
の国際標準化およびそれに伴うIT分野における日本のプレゼンス向上を
目指すためには、国による活動支援を要すると考えられる。
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２−Ａ 研究開発目標
２−１−Ａ 研究開発目標
２−２−A 全体の目標設定
表２−１
目標・指標
次世代情報システムのプラットフォ
ームに求められる安定性・安全性の
確保と導入・運用コストの削減を実
現し、省電力にも寄与するサーバ統
合技術を開発する。
（１）市場競争力がある革新性・実
用性の高い技術を開発する。
（２）重要な技術成果については国
際標準化を図り、IT分野における日
本のプレゼンス向上を図る。
（３）第三者による実証実験を実施
し、技術成果の実用性を評価する。
（４）ユーザニーズ・技術動向を調
査して技術開発に反映するととも
に、技術成果の普及を図る。

全体の目標
設定理由・根拠等
平成18年度経済産業省委託調査研
究「次世代情報システムプラットフ
ォームに関する調査」にもとづいて
全体目標を設定した。わが国産業全
体の競争力強化および経済社会シ
ステムの信頼性確保には、強い競争
力を持つ実用性の高い国際標準と
なりえる次世代情報システム基盤
技術の開発と、ＩＴ産業における日
本のプレゼンス向上が必要である。

本事業は、「次世代情報システムの基盤（プラットフォーム）となるべ
き安心・安全な（セキュアな）サーバ統合技術｣を開発することを目標と
している。
本事業により、経済産業省が平成18年度に社団法人電子情報技術産業協
会(JEITA)に委託して行った「次世代情報システムプラットフォーム」の
調査研究で明らかになった、「次世代情報システムプラットフォーム」に
対するユーザニーズおよび技術課題の解決を図るものである。
＜ユーザニーズ＞
・安全・安心なサーバ仮想化技術（安定性・安全性の保証）
・「セキュリティポリシーの遵守・徹底」と「セキュリティ運用の簡
易化・コスト削減」を両立した統合管理運用
＜取り組むべき重要な技術課題＞
・安全・安心なサーバ統合の基盤となる仮想サ−バの高信頼化
・統制ルール・ポリシーを徹底するシステム水平・垂直統合管理
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わが国産業全体の競争力強化および経済社会システムの信頼性確保は
急務であり、それらを支える革新的基盤技術の開発を進める必要があるこ
とから、目標設定は妥当なものと考える。
２−３−Ａ

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
仮想サーバ
仮想サーバ技術によるサーバ統
効率的なサーバ集約
合システムの安心・安全な利用に向 を可能とし、さらに、省
技術
けて、ゲストVM2間の強固な隔壁を スペース、省エネルギー
持つ仮想サーバを実現する。
にも寄与する仮想サー
(1)ハードウェア故障の影響範囲を バ技術が注目されてい
ゲストOS毎に局所化し、同一サーバ るが、ハードウェア故
上の他ゲストOSの可用性を担保す
障、性能・セキュリティ
る部分故障隔離を実現する。
劣化の問題から、この技
(2)特定のゲストOSにI/Oリソース 術を利用した積極的な
を独占させず、ゲストOS毎の運用要 サーバ統合、特に基幹系
件に応じたI/O性能を保障する性能 システムや重要業務の
制限を実現する。
サ−バ統合を妨げてい
(3)仮想サーバ管理者の権限を役割 た。
に応じて必要最低限に分割・限定
国内の基幹系システ
し、管理者不正・ミスを未然防止す ムでは、セキュリティと
るＶＭ管理者権限最小化を実現す
ゲストOSの可用性・運用
る。
性に対するニーズが特
に高いため、これらニー
ズを満足するよう３つ
の技術目標を設定した。
統合アクセ
企業（従業員数数百人以上)が運
サーバ統合を行うと、
ス制御技術 用する全社規模のITシステムにお 同一サーバに収容され
いて、組織の統制ルールの遵守・徹 るアプリケーションと
底を可能とするセキュリティ管理 ユーザの数が増える結
に向けて、保護資産に対する正しい 果、保護資産へのアクセ

2

仮想サーバ技術により、１台の物理サーバ上で複数の業務用 OS が動作可能になる。
本資料では、この業務用 OS をゲスト OS、ゲスト OS が動作する仮想サーバをゲスト VM
と呼ぶ。また、仮想化環境を管理する OS を管理 OS と呼び、管理 OS が動作する仮想サー
バを管理 VM と呼ぶ。管理 VM やゲスト VM へのメモリ割当、CPU のデスパッチなど中核
となる仮想サーバ技術を実現しているコンポーネントをハイパーバイザと呼ぶ。
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アクセス権の設定と継続的な点検、
設定したアクセス権に基づくアク
セス制御を、業務を妨げずに行なう
統合アクセス制御を実現する
(1)ITシステム全体に対して、最新
のID情報に基づくア
クセス権管理を実現する。
(2)人事異動や組織改変が行なわれ
た場合の、アクセス権設定の適切・
迅速な更新に伴う管理工数の削減
を実現する。
(3)設定されたアクセス権に対し
て、組織の統制ルールを遵守してい
るかのチェックを実現する。
(4)VM、OS、ミドルウェア、アプリ
ケーションなどレイヤの異なる各
種ソフトウェアに対するアクセス
権管理の一元化を実現する。
(5)ITシステムの本来の業務を妨げ
ない性能を保持したアクセス制御
を実現する。
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スパターンはそれらの
組合せで激増し、アクセ
ス制御の管理が困難に
なる。このため、従業員
の多い企業のサーバ統
合システムでは、統制ル
ールが十分に遵守・徹底
できず、安全な運用がで
きなくなる恐れがあっ
た。
例えば現行の技術で
は、ID管理やアクセス権
管理は管理対象のソフ
トウェアレイヤごと、あ
るいは個々のソフトウ
ェアごとに管理されて
いたため、ITシステム全
体として組織の統制ル
ールに従った運用を行
なうには多くの手間が
かかり、アクセス権設定
の更新や定期的な点検
の際には、漏れや不備が
生じやすく、組織の統制
ルールの遵守状況の確
認も困難であった。
この課題を解決する
ため、正しいアクセス権
の設定と継続的な点検、
設定したアクセス権に
基づくアクセス制御を
実現する５つの技術目
標を設定した。

３−Ａ 成果、目標の達成度
３−１−Ａ 成果
３−１−１−Ａ 全体成果
ITシステムのコスト低減や省エネルギーを目的とした企業内最適化を
狙ったサーバ集約やクラウド化では、基幹業務の統合が必須となるが、こ
れには高信頼・高セキュリティの確保が必須であり、次のような課題があ
った。
・ハードウェア障害やセキュリティ事故が発生した場合、被害が同一機
器上の全ての仮想サーバに拡大する恐れがある。
・システムに必要なソフトウェアの導入・管理を仮想サーバ個々に行う
ため、セキュリティ設定作業が複雑化し、設定ミスや漏れが起こるな
ど、内部統制の徹底が難しい。
セキュア・プラットフォームはこれらの課題の解決を目指したソフトウ
ェアで、次の２つの技術から構成される(図3‑1)。
・安心・安全を実現する強固な隔壁を持つ仮想サーバ：仮想サーバ間に
強固な隔壁を設けることにより、障害や性能上の問題が発生しても、
隔壁が被害を仮想サーバごとに局所化して拡大しないようにする技
術。オープンソースの仮想化ソフトウェアXenをベースに開発。
・統制ルールを遵守・徹底する統合アクセス制御：仮想サーバ／OS／ミ
ドルウェア／アプリケーションにわたるシステム全体のアクセス権
やＩＤ情報の管理と設定を統制ルールに従って統一的に行い、かつ状
況を視覚化することで、設定の漏れや不整合をなくす技術。統合アク
セス制御サーバ上で動作するＩＤ管理、ポリシー管理と業務システム
サーバ上で動作するアクセス制御実施から構成される。

ゲスト VM

アプリケーション

ゲスト VM

隔壁

隔壁

アプリケーション

ゲストVM

アプリケーション

ミドルウェア

ミドルウェア

ミドルウェア

OS

OS

OS

ポリシ生成
ポリシー管理

ＩＤ管理

・ポリシー生成・管理
・ポリシー展開・配付
・ポリシー遵守視覚化
・ リソース構成管理

・ユーザＩＤの管理
・ユーザＩＤの配付
・ロールの管理

仮想サーバ
・ ＶＭ管理者権限の最小化
・ 故障隔離 ・ I/O性能保障

アクセス制御実施

統合アクセス制御サーバ

サーバ統合システム

図３‑１

セキュア・プラットフォ−ム
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これらの技術により、これまでサーバ仮想化にふみきれなかった重要業
務のサーバ統合が可能となるとともに、仮想サーバ層からアプリ層まで統
合されたアクセス制御により統制ルールの徹底と運用コストの削減が可
能になった。
３−１−２−Ａ 個別要素技術成果
（１）仮想サーバ技術
サーバ仮想化技術によって統合されたシステムの安全・安心な運用
を実現するために、ゲストVM間の隔壁の強化、具体的には部分故障隔
離技術、性能制限技術、権限最小化技術の研究開発を実施した。以下
に各項目の技術成果を記載する。
(a) ハードウェア故障時の影響を局所化する部分故障隔離技術
仮想サーバ環境におけるメモリ、ディスク、ネットワークと言っ
たリソースは各ゲストOS間で共用されるため、これらのハードウェ
ア故障は、図3‑2の従来のVMのように、当該ハードウェアを使用して
いるゲストOSだけでなく、他のゲストOSにも影響することがある。
従来のVM
従来のVM

セキュア・プラットフォームのVM
セキュア・プラットフォームのVM

業務継続

全業務停止

経理
業務

人事
業務

開発
業務

OS

OS

OS

サーバ仮想化
ハードウェア

影響

影響範囲
最小化

経理
業務

人事
業務

開発
業務

OS

OS

OS

サーバ仮想化

影響なし

故障
故障

故障
故障

隔離機能

図３−２

部分故障隔離技術の概要

メモリ故障が発生した場合、これをアクセスしていたゲストOSが
異常終了するだけでなく、他のゲストOSにも影響が拡大する。この
ため、この障害部分をすみやかに閉塞することで、他のゲストOSか
らのアクセスがないようにする必要がある。
ディスク故障の場合、このディスクをアクセスしたゲストOSには
エラーが通知されるが、他のゲストOSにはエラー通知が行かない。
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実際にアクセスし、エラーが発生した時点でエラーが通知されるが、
基幹システムの安定運用の観点からは、故障ディスクはなるべく早
く切り離し、このディスクを利用するゲストOSは運用を継続するの
か、停止するのかを決定できることが重要である。
部分故障隔離技術として、故障メモリを動的に閉塞する技術、デ
ィスク故障発生時にこのディスクをアクセスする可能性のある全て
のゲストOSにエラー通知を行い、システムからの切り離しを可能と
する技術の研究開発を実施した。
ネットワークについては、NIC(Network Interface Card)の持つ仮
想化支援機能及びゲストOSからの直接アクセスを可能とするために
VT‑d3割当等デバイス割当方法の改善を実施し、これらの改善によっ
て部分故障隔離技術を実現した。
下記にメモリ、ディスク、ネットワークの部分故障隔離技術につ
いて説明する。
①メモリ
MCA(Machine Check Architecture)は物理サーバで故障が発生した
場合に、そのエラーをレポートするためのメカニズムである。MCA
はCorrectable ErrorとUncorrectable Errorをサポートしており、
前者はハードウェアによって修正されたエラーであり、マシンチェ
ック例外は生成されない。後者はハードウェアで修正できなかった
エラーであってマシンチェック例外を生成して直ちにMC例外ハンド
ラ(Machine Check例外ハンドラ)に通知される。
メモリの部分故障隔離はMC例外ハンドラの機構を利用して機能を
実現している。
この処理を図３−３に沿って説明する。

3

VT-d(Intel Virtualization for Directed I／O)とは I/O を仮想化する Intel 社の仮想化技術
である。この技術を活用することで管理 OS を経由せずに、ゲスト OS から直接 I/O を実行
することが可能となる。
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ゲストVM

管理VM
管理OS

ゲストOS

MC例外ハンドラ
③故障が発生したOSを特定

MC例外ハンドラ
④管理OSの場合

⑤ログを採取して
カーネル異常終了

⑥ゲストOSの場合

⑦MC例外ハンド
ラがある場合

⑧ゲストOSに通知

⑨MC例外ハンド
ラがない場合

⑩ゲストOSを停止

ハイパーコール

②

⑪カーネル空間の
場合はログを採取
カーネル異常終了
⑫ユーザ空間の
場合、ユーザプロ
セスを停止

ハイパーバイザ

MC例外ハンドラ
①故障通知を受信

メモリ故障発生

・物理ページをオフライン化して閉塞
・管理OSに通知

図３−３

メモリの部分故障隔離処理の流れ

1) メモリ故障(Uncorrectable Error)が発生すると、ハイパーバイ
ザの MC 例外ハンドラが起動される(①)。
2) ハイパーバイザの MC 例外ハンドラは故障した物理ページを閉
塞(オフライン化)して再利用不可能な状態にして、管理 OS の
MC 例外ハンドラを呼び出す(②)。
3) 管理 OS の MC 例外ハンドラは故障メモリをどの VM が使用してい
たかを調べ（③）、管理 OS だった場合にはログを採取してカー
ネルを異常終了させる(④、⑤)。
4) 故障メモリを使用していた VM がゲスト OS だった場合(⑥)、そ
のゲスト OS に MC 例外ハンドラがない場合は当該ゲスト OS を停
止し(⑨、⑩)、MC 例外ハンドラが登録されていた場合にはその
MC 例外ハンドラを起動する(⑦、⑧)。
5) ゲストの MC 例外ハンドラではメモリ故障がカーネル空間の処
理で発生していた場合にはログを採取しゲスト OS のカーネル
を異常終了させ(⑪)、ユーザ空間の処理で発生していた場合に
はユーザプロセスを停止させる(⑫)。
以上の処理によって、故障メモリは自動的に閉塞され、他のゲス
トOSは運用を継続可能とする技術を実現した。
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②ディスク
図３−４に示すpvSCSIドライバと部分故障隔離マネージャを連携
させることによって、故障装置の切り離しと関連するゲストOSへの
故障事象の通知による故障装置の使用停止を可能とする技術を実現
した。
⑤エラー処理スクリ
プトの起動

管理VM
管理OS

ゲストVM

ゲストVM

ゲストOS#1

部分故障隔離マネージャ

ゲストOS#2

エラー処理
スクリプト

エラー処理
スクリプト

アプリケーション

アプリケーション

pvSCSI
フロントエンド
ドライバ

pvSCSI
フロントエンド
ドライバ

ゲストVM
ゲストOS#3

④故障通知

⑥切り離
し指示
pvSCSI
バックエンド
ドライバ

pvSCSI
バックエンド
ドライバ

③故障検出
SCSIドライバ(HBA依存)

ハイパーバイザ
VP

VP

①ディスク読み書き

②故障

NPIV対応HBA
備考) VP(Virtual Port)：NPIV機能によって仮想化された仮想HBA
SCSIディスク
②故障
SCSIディスク

図３−４

ディスクの部分故障隔離の仕組み

図３−４に沿って、部分故障隔離処理について説明する。図に示
す番号は事象発生の順番を示している。
・ ゲ ス ト OS#1 、 ゲ ス ト OS#2 上 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン が 同 一
HBA(Host Bus Adapter)配下の SCSI ディスクをアクセスして
いる状態(①)を想定する。
・ ディスクや HBA の故障が発生し(②)、管理 OS 上で動作する
pvSCSI バックエンドドライバがディスクや HBA の故障を検出
する(③)と、部分故障隔離マネージャへ故障通知を行う（④）。
・ 部分故障隔離マネージャは関係するゲスト OS へ故障を通知す
る。具体的にはこのゲスト OS 上の予め登録されていたエラー
処理スクリプトを起動する(⑤)。このエラー処理スクリプト
は、運用要件に合わせて、カスタマイズすることができる。
例えば、アプリケーションと連携することで、アプリケーシ
ョンからのアクセスを停止する、故障が回復するまで処理を
待たせる、或いは、アプリケーションそのものを終了させる
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などの設定が可能となる。
・ 部分故障マネージャは関係するゲスト OS へ故障を通知した後、
pvSCSI ドライバへ故障装置の切り離し指示を行う(⑥)。この
処理も運用要件にあわせてカスタマイズ可能としている。
③ネットワーク
従来は、図３−５に示すような構成を取ることで、物理ポート1
の故障の影響はゲスト#3、ゲスト#4に限定されるため、ある程度の
故障隔離は出来ていると言える。
管理VM

ゲストVM

ゲストVM

ゲストVM

ゲストVM

ｹﾞｽﾄ
#1

ゲスト
#2

ゲスト
#3

ゲスト
#4

管理OS
仮想
ブリッジ
#1

仮想
ブリッジ
#2

ハイパーバイザ

物理NIC

物理ポート
#１

物理ポート
#2

図３−５

従来のネットワーク構成

ただし、ネットワークのI/Oは管理OS経由で発行されるため、以下
の問題があった。
・ ゲストからの直接 I/O に比べてオーバーヘッドが大きい
・ 同時にアクセスするゲスト数が増加すると管理 OS の負荷増大
・ 管理 OS の負荷が増大し、スローダウンすると全てのゲスト OS
に影響する
セキュア・プラットフォームではこのような問題を解決し、より
堅牢なシステムを目指して、実用化が始まりつつあるNICの仮想化機
能を利用した部分故障隔離の技術を実現した。
NICの仮想化機能では１つのNICをn個の仮想NICに見せることが出
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来、一つの仮想NICが一つのゲストOSに割当てられる。
セキュア・プラットフォームでは仮想NICをゲストOSへVT‑d割当て
する機能を開発することによって仮想NICを利用可能とする技術を
実現した。
図３−６では、物理ポート#１の故障がゲスト#1、ゲスト#2に限定
される点は従来と同じであるが、ゲストOSからの直接アクセスのた
めオーバヘッドが殆どなく、かつ、管理OSの処理にも影響を受けな
いため、性能及び堅牢性を高めることが実現できた。
管理VM
管理OS

ゲストVM
ゲスト #1

ゲストVM
ゲスト#2

ハイパーバイザ

ゲストVM
ゲスト#3

ゲストVM
ゲスト#4

VT-dを利 用した直接I/O

物理NIC
Physical
Function (PF)

仮想NIC #1

仮想NIC #2

物理ポート#１

図３−６

仮想NIC #3

仮想NIC #4

物理ポート#2

NICの仮想化機能を利用した時の構成例

(b)特定ゲストOS による独占を防止し、各ゲストOSのI/O性能を確保
する性能制限技術
仮想サーバ環境におけるCPUやメモリの割当、スケジューリング機
能は十分実用的であるが、ディスクI/OやネットワークI/Oの割当制
御は不十分であったために以下の問題があった。
・ あるゲスト OS には大きな帯域を割当て、別のゲスト OS には
小さな帯域を割当てるというような柔軟な設定が出来ない。
逆に、
・ データ長の大きいデータを大量に読み書きするゲスト OS がい
ると、そのゲストの帯域が大きくなり、その分他のゲストの
帯域が少なくなってしまう。
当機能はディスクI/OやネットワークI/Oの各ゲストへの帯域配分
を可能とすると共に、特定ゲストOSからの帯域独占を防止するもの
である。
図３−７に性能制限機能の概要を示す。
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セキュア・プラットフォームのVM
セキュア・プラットフォームのVM
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OS
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サーバ仮想化
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性能制限

サーバハードウェア

サーバハードウェア

ハードディスク、
LAN等

図３−７

性能制限機能の概要

以下にディスク、ネットワークの性能制限について記載する。
①ディスク
ディスクの性能制限は管理OSのOSであるLinuxのdevice‑mapperデ
バイスドライバdm‑iobandを実装することで実現した。
図３−８に示す通り、dm‑iobandは仮想のバックエンドドライバと
既存の実ドライバの中間に介在し、ディスクに対して発行されたI/O
はdm‑iobandで帯域制御されてから下位の実ドライバに渡される。
管理VM
管理OS

ゲストVM#1

ゲストVM#2

ゲストVM#3

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

バックエンドドライバ
Ｂ２

B1

Ｂ3

ゲストOS

ゲストOS

ゲストOS

dm-ioband ドライバ
フロントエンド
ドライバ

実ドライバ

フロントエンド
ドライバ

フロントエンド
ドライバ

VMM
(Hypervisor)

性能の比率＝B1: B2: B3

ディスクを分割して共有

図３−８

dm‑iobandによるディスクの性能制限の方式

帯域制御ポリシーは以下の３種類あり、ユーザはこの中から任意
のポリシーを撰択することが出来る。
・ weight ポリシー：パーティションやプロセスといった帯域を
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制御する単位毎にウェイトを割り当て、ウェイトに従って I/O
回数を分配する。
・ weight‑iosize ポリシー：I/O サイズ（セクタ数）に基づいて
帯域を分配する。
・ range‑bw ポリシー：帯域の保証値と制限値を Kbytes/sec で指
定する。
帯域制御は下記のようなI/Oの実行権を表すトークンを利用した
方式で実現している。
・ 各々のデバイスに対してウェイトに応じてトークンを配分す
る
・ I/O 要求を受け取り、トークンが有る場合にはトークンを減ら
して I/O を実行し、無い場合にはその I/O 要求を dm‑ioband
内に保留する
・ 両方のトークンが０等の条件でトークンを再配分する
ゲストVM1
仮想ブロック
デバイス

ゲストVM2
リクエストごとの
トークン消費

/dev/xvda1

/dev/xvda1

ウェイトに応じた
トークン配分

/dev/mapper/ioband1
(weight = 80)

/dev/mapper/ioband2
(weight = 40)

dm-ioband

制御ロジック

ウェイトの設定

/dev/sda1
管理VM

図３−９

/dev/sda2

物理ディスク

トークンに基づく帯域制御の方式

以上によって、運用要件に応じてI/Oの帯域を割当て可能とし、ま
た、特定のゲストOSによる帯域の独占を防止する技術を実現できた。
②ネットワーク
前述した仮想NICをゲストOSへVT‑d割当てする機能の開発に加え
て、物理NICのドライバの改善と設定ツールの開発を実施すること、
さらに、実ハードの検証を実施することによって物理NICの仮想化機
能による帯域制御機能を実現した。
また、I/Oの帯域設定は各ゲストOSに割当てられる個々の仮想NIC
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に対して指定可能とした。
これによって、ゲストOSの運用要件に合わせた帯域設定を可能と
し、特定のゲストOSによるネットワークI/O帯域の独占を防止する技
術を実現した。
ゲストVM

ゲストVM

管理VM
管理OS

ゲスト#1

帯域設定ツール

ゲストVM

ゲスト#2

ゲスト#3

netperf

netperf

netperf

NIC用ドライバ

NIC用ドライバ

NIC用ドライバ

仮想NIC#1〜#3
に対してウェイト
を指示

ハイパー バイザ

VT-dを利用した直接I/O

物理NIC
仮想NIC #1
(weight = 600)

Physical Function (PF)

図３−１０

仮想NIC#2
(weight = 300)

仮想NIC#3
(weight = 100)

仮想NICへの帯域設定の方式

(c) 役割に応じた権限限定により管理者不正を未然に防止する権
限最小化技術
仮想サーバ環境では、複数のゲストOSが同一の実サーバ上に同居
するために、故意或いは誤って管轄外のゲストOSを操作してしまう、
等のセキュリティ上のリスクが存在する。
従来のXenでは、管理者がそのゲストOSに対する操作（起動など）
を行うためには、管理OSのroot権限（絶対権限）が必要であった。
一方、ゲストOS管理者に一旦root権限を持たせてしまうと、他のゲ
ストOSに対する操作が可能になるだけでなく、管理OSそのものに対
する操作も可能になり、セキュリティ上の問題であった。
セキュア・プラットフォームのVM
セキュア・プラットフォームのVM

従来のVM
従来のVM
すべてのＶＭ管理者が特権を所有
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各管理者に必要な権限のみを付与
経理ＶＭ管理ロール

人事システム
VM管理者

経理システム
VM管理者

誤操作・不正利用
誤操作・不正利用

人事システム
VM管理者

拒否

VM操作

VM操作

経理
業務

人事
業務

経理
業務

OS

OS

OS

サーバ仮想化

図３−１１

人事ＶＭ管理ロール

人事
業務
OS
サーバ仮想化

権限最小化機能の
53

これを回避するために、ゲストOSごとに操作できるアカウントを
設定するとともに、それぞれのアカウントに対して運用に最低限必
要な管理者権限(最小権限)を持たせる仕組みを実現し、ゲストOSの
管理に絶対権限(root)を不要とした。
上図では経理VM管理ロール、人事VM管理ロールを経理システムVM
管理者、人事システムVM管理者の最小権限とし、これらのロールに
基づくアクセス制御を実施している。これは、故意或いは誤解によ
る管理者不正を防止するもので、この仕組みをVM‑RBAC(Role Based
Access Control)と呼ぶ。
VM‑RBACは後述する統合アクセス制御と連携することで、統合アク
セス制御による全ての階層を統合したアクセス制御機構の実現に寄
与している。
（２）統合アクセス制御技術
今後、多くの企業において仮想サーバ技術を活用し、全社規模のサー
バ統合が進んでいく。サーバ統合により、同一サーバに収容される業務
システムは増え、セキュリティ設定作業が複雑化し、管理者による設定
ミスや漏れが起こる等、組織ルールの遵守の不徹底が課題となっている。
統合アクセス制御技術は、下図にあるように、企業内のITシステムを
構成するVM層/OS層/ミドルウェア層/アプリケーション層等のすべての
階層を統合し、組織ルールに基づくアクセス制御ポリシーを展開し、ル
ール遵守の徹底と、その遵守状況の可視化を実現した新たなセキュリテ
ィの基盤技術である。

ポリシーを各権限設定に展開し、一括配布

収集データからルール遵守状況を分析

組織ルール遵守の徹底
組織ルール遵守の徹底

ルール遵守の見える化
ルール遵守の見える化
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管理ルール

統合
分析

構成情報
構成情報
構成情報
構成情報

各ソフトウェアの権限設定
・・・

権限設定
一括配付

アクセス権設定
アクセス権設定
アクセス権設定
アクセス権設定

展開

アクセス制御ポリシー
アクセス制御ポリシー

仮想ｻｰﾊﾞ

仮想ｻｰﾊﾞ

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

ミドルウェア

ミドルウェア

ミドルウェア

OS
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アクセスログ
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VM機能
ハードウェア
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図３−１２

統合アクセス制御の狙い

統合アクセス制御は、図３−１３に示すように、統合アクセス制御サ
ーバ上で動作するID管理とポリシー管理、業務システムサーバ上で動作
するアクセス制御実施から構成している。これらに対して、下記に示す
７つの技術成果が得られた。
(a) 最新の ID 情報に基づいたシステム全体のアクセス制御ポリシー
の記述を可能とする ID 管理技術
(b) マルチベンダ環境でアクセス制御情報を高速に扱えるリソース
情報管理技術
(c) ID 管理・リソース情報管理と連動して多様なアクセス制御ポリ
シーを容易に編集・配付できるポリシー編集・配付技術
(d) 設定されたアクセス権に対して、組織の統制ルールを遵守してい
るかのチェックと可視化を実現するポリシー遵守分析技術
(e) システム運用の安全性を強化する OS レベルの強制アクセス制
御技術
(f) データベースへのポリシー徹底を実現するデータベース連携技
術
(g) システム運用の正当性を証明する監査ログ出力技術
図中に示した通り、(a)はID管理に、(b)(c)(d)はポリシー管理に、
(e)(f)(g)はアクセス制御実施に、それぞれ関係している。
統合アクセス制御サーバ

ポリシー管理
dd

ID管理
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各ｼｽﾃﾑ
ID情報
ID情報
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• ポリシー一元管理・配付
• リソース情報一元管理
• ポリシー遵守分析

bb
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図３−１３

統合アクセス制御の構成
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以下に各項目の技術成果を記載する。
(a) 最新のID情報に基づいたシステム全体のアクセス制御ポリシーの
記述を可能とするID管理技術
企業システム全体で、情報の信頼性を維持するためには、組織ルール
に従ったアクセス権の設定とその維持が重要である。
しかし、現状は、企業システムは、バラバラに導入・構築され運用さ
れているシステムから構成されている。そのため、アクセス権の設定は、
各システムの管理者に委ねられており、設定が正しく行われ維持されて
いるかを、全社の視点で可視化することは困難となっている。そして、
個々のシステムでのアクセス権の設定は、個別にローカルなユーザID（以
下ID）やロール情報を管理し、ベンダーやVM層/OS層/ミドルウェア層/
アプリケーション層等のそれぞれのソフトウェア毎の形式に依存した記
述を必要としており、設定作業は複雑化し、管理者への負担の増大や、
設定ミスや漏れなどの維持管理が問題となっている。
セキュア・プラットフォームでは、各層のソフトウェアはそのままに、
企業システム全体で、組織ルールに基づいたアクセス制御ポリシーの一
元的な管理・徹底状況の可視化を実現することを目標としている。ここ
で、アクセス制御ポリシーの一元的な記述・組織ルールの明確な規定の
ために、アクセス主体であるIDや、ユーザの権限を示す役割（ロール）
という情報が企業全体で統合管理されること、最新のID・ロール情報に
基づいて個々のアクセス制御ポリシーが作成され、徹底されることが重
要である。
そこで、セキュア・プラットフォームでは、人事情報を源泉としたシ
ステム全体で一意となるグローバルIDおよびグローバルロールを用いて
アクセス主体を統合管理し、そのID情報を信頼の起点とし、個々のシス
テムに必要なID情報を自動的に生成し配付するとともに、ポリシー管理
技術と連携するID管理技術を実現した。具体的には、
システム全体で一意となるグローバルな ID 情報のライフサイクルの
管理と、それをもとに、各システムで必要となるローカルな ID 情報
を生成する ID 管理機能
各種ソフトウェアに合わせたプロトコルで ID 情報を配付するアダプ
タ機能
アクセス制御ポリシーの生成に必要な ID 情報をポリシー管理技術に
提供するための連携機能
などを開発した。
これにより、ポリシー管理者は、グローバルIDやグローバルロールによ
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り、下図に示すように、一元的にアクセス制御ポリシーを管理でき、人事
異動や組織変更などのID情報の変更は、ID管理を介して各システムに自動
的に反映され、また、ID管理とポリシー管理の連携により、最新のID情報
に基づいたアクセス制御ポリシーの遵守・徹底が可能となっている。
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人
組織 事異動
変更 /
など

人事情報を源泉としたシス
テム全体で一意なグローバ
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図３−１４

ID管理技術

なお、ID管理機能では、管理の徹底や管理工数を削減するため、人事情
報などから、各種業務に必要なID情報を自動的に生成するマッピング機能
を提供している。
また、ID情報を配付するための標準的なアダプタとして、管理OS用
/LinuxOS(/etc/passwd)用/Linux OpenLDAP用/Windows ActiveDirectory
用/Windowsローカルアカウント用/ CSVファイル配信を用意しており、そ
の他にも多様なプロトコルに対応しシステム全体を統制できるよう個別
の配信プログラムを組み込めるアダプタ機構を提供している。
ポリシー管理との連携においては、ID情報を提供するプロトコルとして、
標準化団体OASISがプロビジョニング用のマークアップ言語として定めた
SPMLを採用し、相互接続性を高めている。
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(b)マルチベンダ環境でアクセス制御情報を高速に扱えるリソース情報
管理技術
現在の企業ITシステムは、サーバ仮想化層からアプリケーションに渡
る多様なソフトウェアで構成されている。しかも、例えばWindowsとLinux
が併用されるなど、各層に異なるベンダの製品がしばしば同時に使われ
ている。従来は、このようなシステムでアクセス制御情報を管理するに
は、各ベンダの各ソフトウェアを個別に扱わなければならず、管理に多
くの手間を要したり、全体の俯瞰が困難になったりしていた。
そこで、マルチベンダ環境でサーバ仮想化層からアプリケーションに
渡る多様なソフトウェアのアクセス制御操作を含むリソース情報を収集
し、検索式を用いて簡単に検索する機能を提供する、リソース情報の管
理データベース機能を実現した。
具体的には、まず、マルチベンダシステム運用管理に関する標準化団
体Distributed Management Task Force（DMTF）が定めた下記の標準仕様
に準拠した方式設計・開発を行った。
• リソース情報モデル Common Information Model (CIM)
• 管理対象と管理主体の間の通信プロトコル WS‑Management
• 検索式 CIM Query Language (CQL)
さらにCIMモデルを、アクセス制御情報を記述できるように拡張し、その
拡張仕様をDMTFに提案して標準化を推進した（３−１−２（３）節参照）。
これらにより、各ベンダの様々なソフトウェアのアクセス制御操作に関
する情報を統合的に扱えるようにした。開発方式では、下記にあげた操
作のアクセス制御情報をリソース情報として管理できる。
• ゲスト VM(Xen)の起動停止操作
• OS(Linux, Windows)のファイル・フォルダ・レジストリへのアク
セス
• データベース(MySQL, Oracle)のテーブル・カラムへのアクセス
• Web 等の個別アプリケーションの提供するアクセス機能
また、従業員数の多い企業のITシステム統合では扱うリソースが大量
になる。そこで、大量のリソースに対するリソース情報の収集・検索を
効率よく行う方式を開発した。管理データベースにおけるリソース情報
のキャッシュ管理や、リソース情報の収集スケジューリングにおいて、
下記2点を考慮することで、新鮮な情報を高速に提供できるようにした。
• 最近の参照頻度の高い情報を、キャッシュ廃棄時には優先的に残
し、収集スケジュールにおいても優先する。
• 最近の参照頻度の高い情報の近くにある情報（例えば、あるサー
バ上の OS のアクセス制御設定が参照されたならば、そのモジュー
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ルが持つ設定情報）を収集スケジュール上で優先する。
従来

セキュア・プラットフォームの技術
管理者
キャッシュと
スケジューリングで
情報収集・検索を
高速化

ポリシー管理
標準検索式
CQL

管理者

リソース情報管理
OS管理
ソフト

OS

VM管理
ソフト

VM

アプリケーション
管理ソフト

アプリケーション

検索処理機能

リソース情報(CIM)
キャッシュ管理

情報収集機能

リソース情報更新
スケジューリング

業界標準インタフェースで
多様なソフトウェアに対応

標準プロトコル
WS-Management
エージェント

OS
業務サーバ

VM

アプリケーション

業務サーバ

図３−１５

リソース情報管理技術

(c) ID管理・リソース情報管理と連動して多様なアクセス制御ポリシー
を容易に編集・配付できるポリシー編集・配付技術
前項でも述べたように、マルチベンダ環境では管理対象が多岐にわた
り、従来はシステム全体にアクセス制御ポリシーを適用するためには各
ベンダの各ソフトウェアについて異なる管理画面や設定項目の表現形式
を使い分ける必要があった。このため、多くの手間がかかり、また設定
漏れや不整合が生じる可能性が高かった。
そこで、マルチベンダ環境でサーバ仮想化層からアプリケーションに
渡る多様なソフトウェアに関するアクセス制御ポリシーを効率的に生成
し、適切なソフトウェアへ配付し、適用する技術を実現した。
具体的には、下記の４機能を開発した（図３−１６）。
① ポリシー表現機能
様々なソフトウェアに設定するアクセス権情報を、従来のロールベー
スアクセス制御ポリシー（RBACポリシー）を拡張し、ロールとリソース
グループの組として抽象度を上げて記述する。標準化団体OASIS が定め
たポリシー記述マークアップ言語XACMLに準拠しつつ、リソース種別の差
異をリソースグループという階層化によって吸収することで、多数のID
やリソースに関わるアクセス制御ポリシーをより簡潔に表現する。
② ポリシー編集機能
アクセス制御ポリシーの編集作業・配付スケジューリング作業を、ソ
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フトウェアや制御対象リソースによらず共通化して行うGUIを提供する。
③ ポリシー自動配付機能
編集したポリシーを制御対象リソースに合わせて形式変換してから配
付し、配付先で設定適用する機能を提供する。ポリシーの形式変換では、
ID管理技術・リソース情報管理機能と連動し、ロール情報を最新のID情
報に、リソースグループ情報をポリシー配付先のリソース名に自動置換
する。変換されたポリシーは、DMTFの標準プロトコルWS‑Managementで対
象ソフトウェアに配付され、エージェントを介して各ソフトウェアに設
定される。
④ エージェント機能
多様なソフトウェアに対するポリシー設定インタフェースの実装を容
易にする。具体的には、前節で述べた、DMTFに標準化提案中の拡張CIM
モデルを用いることで、マルチベンダの多様なソフトウェアに対し、イ
ンタフェースアダプタを簡易に実装し、エージェントにプラグインでき
る構成としている。

従来

アクセス制御（AP)
アクセス制御（DB)

アクセス制御
ソフトウェア(OS)

システム管理者
ソフト依存形式
ポリシー

アクセス制御
ソフトウェア(VM)

制御対象サーバ群

セキュア・プラットフォームの技術
アクセス制御（AP)
アクセス制御（DB)

ソフト毎・サーバ毎に異
なるポリシーを記述・設
定するのが大変・・・

共通ポリシーを
記述すれば、配
付・設定は自動

ポリシー管理者

ポリシー管理技術

共通ポリシー

ID管理

アクセス制御
ソフトウェア（OS)
(

アカウント

WSManagement

エージェント
ソフト依存形式
ポリシー

アクセス制御
ソフトウェア(VM)

共通GUI
ポリシー
自動配付
（形式変換）
配付先アクセス
制御情報

ポリシー
編集

ポリシー表現

リソース情報

リソース情報管理
（CIM)

制御対象サーバ群

図３−１６

ロール

ポリシー管理技術
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共通ポリシー
（XACML)

(d) 設定されたアクセス権に対する、組織の統制ルール遵守状況のチェ
ックと可視化を実現するポリシー遵守分析技術
組織には守らなければならない組織の統制ルールが存在し、サーバなど
のアクセス権管理においても、組織の統制ルールに従ったアクセス制御ポ
リシーが設定されていることが重要となっている。
従来、アクセス制御ポリシーと組織の統制ルールとの突き合わせは人手
に頼っており、作業工数も膨大であった。このために、設定されたアクセ
ス制御ポリシーが組織の統制ルールを遵守しているかどうかのチェック
や、アクセス制御ポリシーの設定状況の可視化を実現するポリシー遵守チ
ェック技術の研究開発を行なった。本技術では、ID管理、ポリシー管理か
らID情報、アクセス制御ポリシー情報を取得し、更に、実際のOSのアクセ
ス制御からアクセスログを取得し、これを分析チェックし、表示する。
なお、本開発技術は、ポリシー管理者が定期的にアクセス権の棚卸を行
なうという利用シーンを想定している。
以下に、本技術として開発した機能を示す。
① SoD 違反チェック機能
組織の統制ルールとして、代表的なSoD（職務分掌：Segregation of
Duties）のチェックを可能とした。SoDの違反ルールとして、リソースの
排他条件(リソースAとリソースBの両方をアクセスできる人はいてはなら
ない)を定義し、違反ルールとシステムから収集したポリシー情報のチェ
ックを行い、違反を検出する。本ルールは自明のように見えるが、たとえ
ば異なるロールを兼務する人が多い場合チェックは難しく、簡単に違反が
起こりうるので重要な機能である。
② 不使用アクセス権チェック機能
セキュリティ統制上、アクセス権の許可設定は必要最小限としておくこ
とが重要であり、不必要なアクセス権を設定している場合には、情報の不
正利用や情報漏洩の危険性が増加する要因となる。
本機能では、実際のアクセスログを利用し、アクセス権が設定されてい
るにも関わらず、一定期間の間にアクセスが無かったユーザやロールを検
出する。尚、本技術では、一定期間アクセスが無いことで自動的に権限を
剥奪するのではなく、ポリシー管理者に対しての注意喚起を行なうもので
ある。
③ アクセス権設定可視化機能
現在設定されているアクセス権を可視化する為の機能である。ID管理、
ポリシー管理から収集した情報を整理して色々な角度からアクセス権の
設定状況をチェックすることができる。たとえば、アクセス権が多く設定
されているユーザを見つけたり、多くのユーザにアクセス権を与えている
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リソースを表示するなどの視点からアクセス権設定を眺めることが可能
となる。また、リソースを指定することにより、アクセス権が与えられて
いるユーザ一覧を表示することも可能としている。
(e) システム運用の安全性を強化するOSレベルの強制アクセス制御技
術
システムの安全性を考える場合、ベースとなるOS層でアクセス制御を
行うことが必要である。OS標準のアクセス制御機能や、Secure OS製品な
どの既存機能があるが、実現できる安全性にばらつきがあり、その制御
ポリシーはオープンではないため、異なるOSのアクセス制御ポリシーを
一元管理し統合運用することができない。
そこで、統合アクセス制御情報管理技術で統合管理されたポリシーに
従い、各仮想システムのOSでアクセス制御を行う技術を実現した。具体
的には、企業全体で統制のとれたアクセス制御を徹底するため、個別シ
ステムの管理者、情報の作成者であっても、OS上の資源（情報や動作設
定）を自由に制御出来ず、特定の管理者（企業のポリシー管理者）から
強制されるポリシーに従った制御を行う強制アクセス制御技術を実現し
た。この技術は、ミドルウェアやアプリケーションのアクセス制御機能
と統合管理出来るインタフェースをもち、システム運用中にOSレベルの
絶対権限を使わない安全な運用を可能にする。
本技術により、システムの設定、情報管理の根幹であるファイルレベルの
アクセス制御を行うことで、システム運用操作、ミドルウェア、アプリケ
ーションの異常、不要動作を制限し、システムの安全性を高めることがで
きる。
以下では技術の詳細について述べる。Linux、Windowsという異なるOS
に対して、共通なポリシーに基づく強制ファイルアクセス制御の効果を出
すというポリシー共通化技術と、OS依存の異なる制御機構実装の整合を取
るポリシー変換技術を開発し、ミドルウェアやアプリケーションなど他階
層におけるロールベースアクセス制御と統合的に管理を行えるOS強制ア
クセス制御を業界で初めて実装した。これにより、従来セキュアOSで行っ
ていた難解な設定を行うことなく、マルチプラットフォームの水平統合、
OS／ミドルウェア／アプリケーションの垂直統合を併せ持つ、システム全
体の統合アクセス制御への移行が可能となり、IT運用におけるコストの大
半を占める管理工数の大幅な削減を可能とした。
また、OSレベルの制御により懸念される、システム性能への影響を極小
化するため、統合管理されたポリシーを、①OSカーネルの制御に必要最小
限なファイル、制御対象ユーザの情報と、②ポリシー管理、監査ログ出力
62

に必要な情報に分離し、カーネルの使用メモリを最小化するとともに、カ
ーネル内の処理比率を最小化する方式（図３−１７参照）を採用している。
統合管理された
ポリシー

ログ
②ＩＤからユーザ名 OSユーザ空間
を復元しログ出力
監査ログ出力
システムコール

ファイル・レジストリ
アクセス

ポリシー
[ユーザ名/ID/…]
可否判定結果[ＩＤ]

レジストリ

図３−１７

①ユーザ名など
の情報を削除
[ＩＤ/リソース/
制御ルール]

OSカーネル空間

カーネル/ドライバ

I/O

ポリシー管理

アクセス制御
（IDによる
高速可否判定)

最小限の
制御ルール

I/O
：ファイル
：メモリ
：セキュア・プラットフォームモジュール

ファイル

OS強制アクセス制御の性能向上技術

OSレベルの強制アクセス制御の対象となる資源及び制御内容としては、
ファイル、ディレクトリに対する各種アクセス操作の可否判定とともに、
メモリ、ファイルサイズ、生成プロセス数といったOS資源の使用に対する
使用量上限制御（ただしLinuxのみ）を含む。
(f) データベースへのポリシー徹底を実現するデータベース連携技術
一元管理されたアクセス制御ポリシーをデータベースへ配付し、実施す
る技術はこれまで実現されていない。セキュア・プラットフォームでは、
既存のデータベースアクセス制御機能を一元管理されたアクセス制御ポ
リシーで制御するための連携技術を開発した。
またデータベースの権限設定では、データベース毎に設定できる権限が
細分化されており異なっている。更に、権限を与える対象も管理レベル、
DBレベル、テーブルレベルと複数の対象が存在している。この為、権限の
管理が複雑である。
こうしたデータベースの違いを吸収して、共通のアクセス制御ポリシー
として管理可能とにする為、以下の技術開発を行った。
① ポリシー管理者が統合管理するアクセス制御ポリシーは、データベー
スに共通に存在し、一般ユーザ・業務従事者が主に利用する権限を
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扱うこととした。このために、データベースの標準仕様として定義
される SQL92 に基づいた権限記述をリソース管理モデルに採用し、
これに基づいたポリシー編集を行うこととした。各データベースの
権限名の差異に関しては、アダプタで吸収し、共通の管理を実現し
た。また、アクセス権の設定では、管理レベル、DB レベル/Schema
レベル、テーブルレベル、カラムレベルでの設定を可能とし、対象
と権限の差異もアダプタにて吸収を行なうことで、汎用的な仕組み
として実現した。
② 個別のデータベース管理で必要となる特権は、データベース固有の
アクセス制御ポリシーとしてシステム管理者が記述した後、ポリシ
ー管理者がこれを承認し、ローカルポリシーとして別途配付・設定
する方式を実現した。
実際の開発では、既存のデータベースとして、代表的なMySQLデータベ
ース及びOracleデータベースへのアクセス制御ポリシー配付・実施を実現
した。
(g) システム運用の正当性を証明する監査ログ出力技術
安全なシステムであっても、安全に運用されていることを証明する監査
ログ記録が必要である。監査ログには、ポリシーの適用など、所定の操作
が正しく行われていることを確認できる【運用の正当性証明】と、不正な
操作が行われた場合にそれを検出し、原因を追及できる【追跡性】、さら
にログ自体が改竄されない【保全性】を確保する必要がある。システム構
築、アプリケーション開発時に、これらを備えた監査ログ出力機能を設計、
実装するのは高度なセキュリティ知識と、ログ監査製品との連携が必要で
あった。
セキュア・プラットフォームでは、技術動向調査から得た市販セキュリ
ティ製品のログ出力情報範囲をカバーし、共通の見方ができる正規化され
た書式を規定している。これにより、アプリケーション開発時の監査仕様
ガイドラインとしての活用を可能とするとともに、運用時においては、市
販の監査ログ分析ソフトウェアがセキュア・プラットフォームおよびセキ
ュア・プラットフォーム対応ソフトウェアの監査ログを横通しで分析する
（複数種類のログ間を追跡する）ことを可能としており、セキュリティを
意識した開発、運用作業工数を低減する。
また、OSレベルの強制アクセス制御技術を活用することで、監査者以外
は監査ログを参照できず、誰も改竄出来ない、監査ログの保全機能を実現
できる。
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（３）国際標準化活動
①仮想サーバ技術
(a) Xenコミュニティでのパッチ採用件数(2007年度下期〜2009年度上
期)は世界２位
XenコミュニティおよびLinuxコミュニティにおいて、オープンソ
ースに正式採用されることでグローバルな標準化を目指して活動し
た。
２００７年度下期から２００９年度上期におけるXenコミュニテ
ィでのパッチ採用件数は世界２位の実績を上げた。また、開発機能
は２件の標準化を実現した。
以下にXenコミュニティへのパッチ投稿状況、開発機能の標準化に
向けた活動状況を記載する。
NEC (1.4%)
codesourcely (1.3%)
aurel (2.5%)
Sun/Oracle (0.4%)
IBM (2.9%)
その他 (12.8%)
富士通 (3.0%)
Citrix/XenSource(35.0%)
Red Hat (4.4%)
AMD (4.4%)
Novell/SUSE (8.1%)

Intel (12.1%)

2007年度下期から2009年度上期
までの実績

ASET（SPF） (12.8%)

図３−１８

Xenコミュニティでのパッチ採用件数

(b) ASETの一員である富士通がXenのアドバイザリーボードへ就任
上述したXenコミュニティでのパッチ投稿やXenサミット東京の主
催などがXenへの多大な貢献と認められ、２００９年１１月に富士通
がXenのアドバイザリーボードへ就任し、仮想サーバ技術における日
本のプレゼンス向上に寄与した。
(c) ディスクの故障隔離と性能制限機能が標準化、メモリ故障隔離は
セキュア・プラットフォームの要件を反映したIntel社の実装が標準化
セキュア・プラットフォームで実装した機能の標準化状況を以下
に記載する。
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ディスクの故障隔離の PV SCSI ドライバは Xen コミュニティに採
用され、その初版は Xen3.3 に取り込まれ 2008 年 8 月にリリース
された。使い勝手の向上、性能改善を実施した機能エンハンス版
は Xen3.4 に取り込まれ、2009 年 5 月にリリースされた。
メモリ故障隔離は ASET 方式の他に Intel 社からも提案があり、
Intel 社案は、同社の新 CPU の新機能(CMCI というマシンチェック
機能)への対応など ASET 案では未対応の機能に対応していたこと
から、Intel 社の実装を採用することにした。ASET は Intel の実
装についてコードレビューを実施するなど、Intel 案の実現に向け
て積極的な協力を行った。この結果、セキュア・プラットフォー
ムの要件である故障メモリの閉塞と MC 例外ハンドラの呼び出し処
理は Intel 社の実装に取り込まれており当初の目標は達成されて
いる。メモリ故障隔離機能の初版は Xen3.4 に取り込まれ、2009 年
5 月にリリースされた。
ディスクの性能制限は dm‑ioband 以外にイタリア シエナ大学と
Red Hat 社の方式が提案されて議論中だったが、2009 年 10 月に
dm‑ioband と Red hat 社の方式が Linux コミュニティに採用される
ことになった。今後この合意に基づいて、コミュニティや関係キ
ーパーソンの意見を聞きつつ改良を実施していく予定。課題とし
ては、二つの方式の違いをユーザが意識しなくとも良いようにす
ることが必要で、具体的には以下の要件を実現する。
‑2つの方式が有効な状態でも矛盾を起こさない
‑1つのインタフェースの提供
‑選択可能なポリシーの提供(weightによる配分、指定された値
の帯域保証など)
障害の発見・分析機能はテストツール autovmbench を 10 月末にオ
ープンソース開発のための世界最大級のサイトである
soureceforge に公開し、Xen のメーリングリストに公開した。Xen
のコミュニティマネージャである Citrix 社の Stephan 氏がツール
の 簡 単 な 紹 介 ( 当 ツ ー ル は iozone 、 netperf 、 kernel build 、
unixbench の実行を自動化できる)と歓迎のコメントを Xen コミュ
ニティのホームページに記載した。
VM‑RBAC は 2 月に soureceforge にコード公開予定。
(d) 韓国電子通信研究院(ETRI)との協調によるdm‑iobandのエンハンス
韓国電子通信研究院(ETRI)はLinux の各種資源管理を行うシステ
ムの開発を行っており、ディスク I/O の資源管理機能としてASET
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が開発したdm‑ioband を利用している。さらに、dm‑iobandの新ポリ
シー(range‑bw)を実装してLinuxコミュニティに投稿し、また、性能
評価や設定UIの開発も予定している。今後もお互いに協調しながら
dm‑iobandのエンハンスを継続して行く。
表3‑1にVM技術の標準化に向けた対応状況を示す。
表３−１
時期
2007年12月
2008年1月
2008年8月
2008年9月
2008年11月

2009年2月
2009年5月
2009年10月

2009年11月

2010年2月

ＶＭ技術の標準化に向けた対応

活動内容
・pvSCSIドライバをXenコミュニティに初回投稿
・I/O帯性能制限ドライバ(dm‑ioband)をLinuxコミュニティに初回投稿
・pvSCSIドライバが採用されXen3.3としてリリース
・メモリ故障隔離機能をXenコミュニティに初回投稿
・I/O性能制限ドライバ(dm‑ioband)を発表(Xenカンファレンス 東京)
・ネットワークI/O帯域の隔離について発表 (Xenサミット 東京)
・SCSIサポート機能の改良について発表 (Xenサミット 東京)
・PCIパススルー方式の改善について発表 (Xenサミット 北米)
・仮想SCSIドライバの機能拡張版(使い勝手、性能の改善) をXen3.4でリリース
・メモリ故障隔離(SPF要件が入ったIntel実装版)がXen3.4としてリリース
・I/O性能制限の3方式(ASET、シエナ大学、Red Hat)について、I/Oコントローラ
サミットで議論し、ASET方式とRed Ha方式を採用、両方式を統合することを合
意
・障害発見・分析機能のテストツールをsourgeforgeに公開済み
・性能制限・故障隔離を紹介 (Virtualization WorkShop 2009 韓国)
・各種開発成果を紹介済み(Xenサミット上海)
・SPF開発によるXenへの貢献が認められ富士通がXen Advisory Boardに就任。
・VM‑RBACをsourgeforgeに公開予定

②統合アクセス制御技術
(a) 統合アクセス制御モデルの国際標準化
マルチベンダ・分散マルチプラットフォーム環境において、共通なアク
セス制御ポリシーに基づく統合アクセス制御を実現するため、セキュア・
プラットフォームのポリシー管理方式をベースとして、ベンダ非依存なア
クセス制御情報管理モデルの標準化活動を行った。
まず、2007年度に提案先候補を検討し、ポリシー記述方式についてWeb
サービス等に関する標準化団体Organization for the Advancement of
Structured Information Standards (OASIS)、ポリシー管理方式について
マルチベンダシステム運用管理に関する国際標準化団体Distributed
Management Task Force (DMTF)を候補とした。このうちポリシー記述は現
行標準仕様を採用し、管理方式について新規提案を行うことが妥当と判断
し、DMTFへの提案を決定した。DMTFは、ベンダ非依存なリソース情報管理
モデル Common Information Model (CIM)の仕様を定めている。各国の主
要なITベンダがDMTFに積極的に参加しており、仕様がそのまま製品として
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供給されるため、その影響力は大きい。
さらに2008年度に提案内容を具体化し、提案活動を開始した。提案は、
VM/OS/DB/APの各階層におけるソフトウェアに対して、アクセス制御ポリ
シー管理・配付・設定するためのインタフェースをベンダ非依存な形式
（CIM形式）で定め、DMTF標準（CIM‑IAMプロファイルと呼ぶ）とするもの
である。CIM‑IAMプロファイルでは、これまでのCIMモデルで十分記述して
いなかったソフトウェアのアクセス制御・アクセス制御ポリシーの配付・
設定機能について、ベンダ非依存な形式で制御インタフェースを提供する
ソフトウェア仕様（プロバイダ）を新たに規定した。本提案の意義を図３
−１９に示す。図に示すとおり、本仕様に基づくプロバイダを各社のアク
セス制御ソフトウェアが実装することにより、統合管理されたアクセス制
御ポリシーの配布・設定が容易に実現される。
• プロファイルは、統合アクセス制御機能を実現するモジュールと
管理情報の定義文書。特定の実装に依存しないモデル記述
言語で記述される
• プロファイルに基づく実装を個々のベンダーが提供することで
マルチベンダー環境の統合アクセス制御が実現する
プロファイルで記述するもの
• アクセス制御情報管理標
準モデル

• アクセス制御ポリシー配付
標準モデル

アクセス制御情報管理サーバ
ポリシー管理

ポリシ

制御対象資源管理

リソース

標準プロトコル
(WS-Man)

アクセス制御エージェント
(プロバイダ）

• 個別のアクセス制御機能
への受け渡し標準モデル

図３−１９

各社アクセス制御機構
（VM、OS、DB、AP）

標準化提案の意義

2008年11月に提案を開始して以来、DMTFのセキュリティWG、ポリシーWG
での活発な審議を継続している。ポリシーWGにおいての検討は2009年10
月に完了し、同11月に最初のWG投票（balloting）を実施した。今後年内
にWork in Progress 版として一般公開される見込みである。さらに、標
準的な経過を見込むと2010年度半ばにはボードに承認され、DMTF
Standardとして公開される見込みである（図３−２０）。
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２００９年１２月
通常６ヶ月〜１年
Work In Progress

公開

DMTF Standard

Technical committee /
Board

WG

Balloting

Balloting

草稿作成/Balloting

原稿修正/Balloting

図３−２０ DMTFの標準化プロセスとCIM‑IAMプロファイル審議の進捗
表３−２に、これまでの標準化活動の経緯と今後の計画を示す。
表３−２ 統合アクセス制御技術の標準化に向けた対応
時期

審議フェーズ

DMTF MDC*にてSPF紹介、標準化提案
Security WGにて討議
プロファイルドラフト作成
Policy WGにてプロファイルレビュー・改訂

WG審議

これまでの活動

2008年11月
12月
～
2009年 4月
～
9月22日
9月30日
10月

活動内容

SVM09発表
ドラフト作成完了
Policy WG 投票実施

2010年 7月 DMTF Standard 公開
～ プロバイダ実装（ＥＴＲＩ連携）

Work in
Progress審議

今後の計画

11月19日 DMTF MDCにてプロファイル説明
～ コメント対応修正実施
Technical Committee / Boardにて採択実施
2月 Work in Progress公開

(b) ETRIとの連携：統合アクセス制御モデルのサンプルコード流布
CIM‑IAMプロファイルを普及させるには、国際標準化だけでなく、この
モデルを実現した実行可能なコードがサンプルとして広く流布されるこ
とが有効である。この目標に向けて、韓国電子通信研究院(ETRI)がリー
ドするオープンソースコミュニティの支援が得られる見込みである。
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ETRIはDMTFのメンバであり、当方のCIM‑IAMプロファイル標準化提案に当
初から興味を持っていただき、2008年11月以来標準化に関して連携関係
を継続している。
またETRIは、ITインフラの運用管理を行うオープンソースソフトウェ
アプロジェクト OpenDRIM4を推進している。OpenDRIMは、DMTFのCIMモデ
ルに基づく分散リソース情報管理システムをLinuxサーバ向けに開発す
るプロジェクトであり、その成果は最有力のLinuxディストリビューショ
ンの一つであるUbuntuの一部として公開・配付されている。OpenDRIMと
CIM‑IAMの関連は深いため、連携についてOpenDRIM関係者と2009年度に数
回の打合せを行った結果、ETRIはCIM‑IAMプロファイルに基づくポリシー
配付モジュール（CIMプロバイダ）をOpenDRIMに実装することで合意した。
この連携により、CIM‑IAM準拠のコードがオープンソースソフトとして、
広く世界に流通することが期待される。
③まとめ
以上のように、仮想サーバ技術はXenコミュニティ、統合アクセス制御
技術は国際標準化団体DMTFにおいて方式・提案が認められ、国際的にト
ップレベルの成果であることが実証できた。
また上記成果は、現在注目を集めているクラウドコンピューティングの
セキュリティに関する標準化・安全な運用について大きく貢献するポテン
シャルを持っている。たとえば、クラウドコンピューティングのセキュリ
ティ運用に関する国際コンソーシアムCloud Computing Alliance (CSA)
において、仮想マシンのセキュリティは最重要課題のひとつとし、議論を
開始している。またDMTFはCSAと連携しつつ、オープンクラウドインキュ
ベータ（Open Cloud Incubator） という組織を立ち上げ、インターオペ
ラブルなクラウド運用管理の標準化活動を開始している。そこでは、セキ
ュリティポリシーの統合管理・流通も議論のスコープにはいっている。こ
のようにセキュア・プラットフォームは、クラウドコンピューティングで
必要とされるセキュリティ技術・運用方式をいち早く先取りして開発、提
案を行ってきた。これによって、日本のIT技術がクラウドコンピューティ
ングのセキュリティ・運用に関し、一定の発言力を保持していくことが可
能になったと考える。

4

日本、中国、韓国が参加する北東アジアオープンソース推進フォーラムの活動である。
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（４）実証実験
セキュア・プラットフォームの実用性を利用者の立場から評価するため、
第三者による実証実験を実施した。セキュア・プラットフォーム推進コソ
ーシアム普及広報ＷＧが説明会を開催して実験担当パートナーを募集し、
住商情報システム株式会社(以下では略称であるＳＣＳと表記)が実証実
験に参加することになった。
実験は、ＳＣＳが開発・運用している各種業務システムにセキュア・プ
ラットフォームを適用したサーバ統合モデル環境を構築し、ＳＣＳがシス
テム・インテグレータとしての観点から実証実験を実施した。
実験対象システムは、以下に記す３業務システムとファイルサーバ・デ
ィレクトリサーバとした。
①勤怠管理システム
企業内の勤怠管理業務に関連する「勤務入力」、「申請管理」及び「認
証管理」を実現するＳＣＳ開発のパッケージシステム。
②人事給与システム
企業内の人事給与業務に関連する「各種人事情報管理」や「給与情報管
理」を実現するＳＣＳ開発のパッケージシステム。
③経費精算システム
企業内の経費精算業務のうち、交通費精算業務を支援するシステム。全
社員が個別に精算情報を入力し、登録された精算情報の一元管理を実現す
るＳＣＳ開発のシステム。
④ファイルサーバおよびActive Directory
複数部門における文書管理用のファイルサーバ。各ファイルサーバにお
けるユーザIDをActive Directoryにて管理。
実証実験システムイメージを図３−２１に示す。
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人事給与
APサーバ

勤怠管理
APサーバ

経費精算
DBサーバ

ファイル
サーバ

Active
Directory

Linux

Linux

Linux

Windowｓ

Windows

仮想サーバ（Xen）

制
制御
御

勤怠管理
APサーバ

経費精算
APサーバ

人事給与
DBサーバ

Linux

Linux

Linux

仮想サーバ（Xen）

制御
制御
統合アクセス制御管理サーバ

制御
制御

仮想サーバ（Xen）

ポリシー
管理

ID管理

仮想サーバ（Xen）

経費精算
APサーバ

人事給与
APサーバ

勤怠管理
DBサーバ

Linux

Linux

Linux

御
制
制御

マイグレーション用
待機サーバ

仮想サーバ（Xen）

仮想サーバ（Xen）

図３‑２１

制御
制御

実証実験システム

評価はシステム・インテグレータとしての観点から以下とした。
・業務システム向けプラットフォームとしてのセキュア・プラットフォー
ムの信頼性評価
・実システム運用を想定したシナリオをもとに従来環境との運用コストの
比較
・従来環境で稼働するシステムをセキュア・プラットフォームに適用する
際の適用コストの計測
（５）調査・普及活動
普及広報活動の成果については「4‑1 事業化の見通し」の「（１）普
及広報」を、調査活動の成果については「5‑5 変化への対応」を参照さ
れたい。
３−１−３−Ａ 特許出願状況等
（１） 出願のねらい
セキュア・プラットフォームでは、開発成果をオープンソース（Xen）
や国際標準化（DMTF）の形で公開し、世界標準方式としての普及をめざす
一方、世界標準方式の実用化・基幹業務適用における重要な技術の特許化
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を進めた。
(a) 仮想サーバ技術
仮想サーバ技術の基幹系システムへの適用を推進して行くために重
要と思われる簡易化、セキュリティ、負荷分散に関する技術の権利化を
目指して特許化を実施した。
・ 仮想サーバシステムの運用を簡易化する技術
・ 仮想サーバの技術を活用することでセキュリティを強化する技術
・ 仮想サーバシステムの負荷分散を実現する技術
(b) 統合アクセス制御技術
ポリシー管理・リソース情報管理については、標準方式の利用におい
て必須と考えられる実装方式・運用方式を権利化することを目指し、特
許出願を行った。具体的な内容は以下のとおりである。
・ ポリシーの特徴であるリソースグループ概念を活用したポリシー生
成技術
・ ポリシー配付の効率性・運用性を高める技術（標準化関連）
・ リソース情報検索の高速性を高める技術（標準化関連）

（２）出願状況一覧

要素技術

仮想サーバ技術
統合アクセス制
御技術
計

表３−３ 特許・発表等件数
特許出
特許出
学会等 一般講
願
願
での発 演発表
件数(国 件数(海
表
内)
外)
６
１０
２２
１２
１０
４
１６

１４

２２

１２

雑誌等
寄稿件
数

新聞等
掲載件
数

２

１

２

１

特許は、これまでに仮想サーバ技術が国内12件・海外7件を、統合アク
セス制
御技術は国内16件・海外5件を出願した。
開発成果の対外発表は注力して行い、国際標準化団体(DMTF)・Xen関連
コミュニティ・学会等への標準化活動・成果発表を中心とした学会関連
の発表は22件、一般講演会での発表は12件である。
雑誌への寄稿件数は2件、新聞等での記事掲載は1件である。
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No.

表３−４
名称

特許（国内）リスト

出願番号
特願
1 アクセス制御法、アクセス制御システム、アクセス制御プログラム及び記憶媒体
2008‑060231
特願
2 アクセス制御ポリシーの遵守チェック用プログラム
2008‑142646
特願
3 アクセス制御プログラム
2008‑155817
特願
4 仮想マシン生成装置、仮想マシン生成方法および仮想マシン生成プログラム
2008‑193956
特願
5 ウィルス対策方法、コンピュータ、及びプログラム
2008‑208568
アクセス制御システム、アクセス制御方法、アクセス制御プログラム、及びアクセス 特願
6 制御プログラムを記録した記録媒体
2008‑217481
特願
7 負荷分散機能を有した情報処理装置
2008‑231505
特願
8 制御プログラム、情報処理システム、および情報処理方法
2008‑233510
特願
9 アクセス制御システム、アクセス制御方法、アクセス制御プログラム、及び記憶媒体 2008‑238663
特願
10 仮想計算機システム及びその管理方法、プログラム並びに記録媒体
2008‑252904
特願
11 仮想計算機システム及びその管理方法、プログラム並びに記録媒体
2008‑279853
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時期
H20.3
H20.5
H20.6
H20.7
H20.8
H20.8
H20.9
H20.9
H20.9
H20.9
H20.10

特願
12 検索装置、検索装置の検索方法及びプログラム
2009‑007029
資源情報管理サーバ、資源情報管理システム、資源情報管理方法および資源情報管理 特願
13 プログラム
2009‑013611
特願
14 ポリシー管理装置、ポリシー管理システム、それに用いる方法及びプログラム
2009‑028985
特願
15 ポリシ生成及び変換システム、ポリシ配布システム、その方法及びそのプログラム 2009‑066016
特願
16 アクセス制御リスト変換システム、その方法及びそのプログラム
2009‑068002
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H21.1
H21.1
H21.2
H21.3
H21.3

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

表３−５ 特許（海外）リスト
名称
ACCESS CONTROL POLICY COMPLIANCE CHECK PROCESS
ACCESS CONTROL POLICY COMPLIANCE CHECK PROCESS
アクセス制御システム、アクセス制御方法、及び記憶媒体
VIRTUAL‑MACHNE GENERATING APPARATUS,VIRTUAL‑MACHINE GENERATING METHOD,AND
VIRTUAL‑MACHINE GENERATION PROGRAM
ANTI‑VIRUS METHOD,COMPUTER,AND RECORDING MEDIUM
ANTI‑VIRUS METHOD,COMPUTER,AND RECORDING MEDIUM
ACCESS CONTROLLING SYSTEM,ACCESS CONTROLLING METHOD,AND RECORDING MEDIUM HAVING
ACCESS CONTROLLING PROGRAM RECORDED
ACCESS CONTROLLING SYSTEM, ACCESS CONTROLLING METHOD, AND RECORDING MEDIUM HAVING
ACCESS CONTROLLING PROGRAM RECORDED
VIRTUAL MACHINE SYSTEM,AND METHOD FOR MANAGING THEREOF
A COMPUTER– READABLE RECORDING MEDIUM STORING A CONTROL PROGRAM, INFORMATION
PROCESSING SYSTEM, AND INFORMATION PROCESSING METHOD
INFORMATION PROCESSING DEVICE HAVING LOAD SHARING FUNCTION
INFORMATION PROCESSING DEVICE HAVING LOAD SHARING FUNCTION
VIRTUAL MACHINE SYSTEM, MANAGEMENT METHOD OF VIRTUAL MACHINE SYSTEM, AND
RECORDING MEDIUM
VIRTUAL MACHINE SYSTEM, MANAGEMENT METHOD OF VIRTUAL MACHINE SYSTEM, AND
RECORDING MEDIUM
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出願番号
時期
9151651.8
H21.1
12/361,269
H21.1
PCT/JP2009/054403 H21.3
12/457,440

H21.6

9164059.9
12/494,946

H21.6
H21.6

9164231.4

H21.6

12/458.105

H21.6

12/461.254

H21.8

12/542.403

H21.8

9169651.8
12/551,745

H21.9
H21.9

9174531.5

H21.10

12/588,617

H21.10

表３−６

No.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

発表（学会・標準化団体・コミュニティ等）リスト
題目
メディア等
Current status of pvSCSI driver development
Xen Summit Fal l2007
2nd International DMTF Academic
CIM‑based Resource Information Management for Integrated Access
Alliance Workshop on Systems and
Control Manager
Virtualization Management
SCSI Support Improvement
Xen Summit Tokyo (Asia) 2008
Network Bandwidth Isolation
Xen Summit Tokyo (Asia) 2008
Block I/O Bandwidth Control
Xen Summit Tokyo (Asia) 2008
DMTF/Management Developers
Integrated Access Control For Consolidated Enterprise Systems
Conference 2008
Improvement of the PCI pass‑through
Xen Summit North America 2009
セキュア・プラットフォームプロジェクトにおける資源情報キャッシュ
情報処理学会第71回全国大会
更新方式の検証
セキュア・プラットフォームの研究開発(1) アーキテクチャ
第8回情報科学技術フォーラム
セキュア・プラットフォームの研究開発(2) アクセス制御ポリシー生成
第8回情報科学技術フォーラム
・配布
セキュア・プラットフォームの研究開発(3) リソース構成情報管理
第8回情報科学技術フォーラム
セキュア・プラットフォームの研究開発(4) 仮想システムにおけるアク
第8回情報科学技術フォーラム
セス制御機能
セキュア・プラットフォームの研究開発(5) システム運用ﾎﾟﾘｼｰチェッ
第8回情報科学技術フォーラム
ク
Automatic Cache Update Control for Scalable Resource Information 3rd International DMTF Academic
Service with WS‑Management
Aliance Workshop on Systems and
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時期
H19.11
H20.10
H20.11
H20.11
H20.11
H20.11
H21.2
H21.3
H21.9
H21.9
H21.9
H21.9
H21.9
H21.9

Virtualization Management
dm‑ioband ‑A disk IO bandwidth controller Implemented as a
15 Devicemapper Module
16 Multi‑Function PCI Pass‑Through
dm‑ioband ‑A disk IO bandwidth controller Implemented as a
17 Devicemapper Module
18
19
20
21
22

1st Annual Japan Linux Symposium H21.10

1st Annual Japan Linux Symposium
第8回北東アジアOSS推進フォーラ
ムin東京
Virtualization Technology
Isolation from hardware fault and performance trouble
Workshop 2009
Overview of Secure Platform Project and Integrated Access Control Virtualization Technology
Manager
Workshop 2009
DMTF/Management Developers
Implementing Integrated Access Control Manager
Conference 2009
Evaluation and improvements of I/O Scalability
Xen Summit Asia 2009
PCI Express support in qemu
Xen Summit Asia 2009
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H21.10
H21.10
H21.11
H21.11
H21.11
H21.11
H21.11

表３−７
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

発表（一般講演）リスト

題目
セキュア・プラットフォーム紹介
Current status of pvSCSI driver development
セキュア・プラットフォームプロジェクトと当社取組み
ASETの最近の研究の概要
セキュア・プラットフォーム −健全性と効率性を最適
化するITガバナンス強化基盤を目指して
セキュア・プラットフォーム −健全性と効率性を最適
化するITガバナンス強化基盤を目指して
富士通の『仮想化』に対する考え方と取り組みについて
I/O帯域制御とIA64‑Xenの現状

9 Secure Plaｔform Poject
10

セキュア・プラットフォーム −健全性と効率性を最適
化するITガバナンス強化基盤を目指して

11 サービスコンピューティングの次のステップ
12

次世代情報システムの安定性と安全性の課題を解決す
るセキュア・プラットフォーム
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メディア等
時期
CEATEC JAPAN 2007
H19.10
第６回The Linux Foundation Japan Symposium H19.11
第2回セキュアVMシンポジウム
H20.3
SEAJ/SEMI/ISTF2008
H20.9
CEATEC JAPAN 2008

H20.10

第13回JUASアカデミー

H20.11

Xen Conference Japan 2008
Xen Conference Japan 2008
International Consortia Cooperation
Initiative (ICCI) Meeting

H20.11
H20.11

JISAセミナー

H21.1

サービスコンピューティングシンポジウム
2009

H21.3

CEATEC JAPAN 2009

H21.10

H20.12

表３−８
No.

投稿リスト

題目

メディア等
学会誌「情報処理」 2008年3月
1 基幹サーバへの仮想化ソフトXenの適用
号
仮想サーバ環境での安心・安全な業務システム構築・運用の実 技術総合誌「OHM」 2009年12月
2 証実験
号
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時期
H20.3
H21.12

３−２−Ａ

目標の達成度

次世代情報システムのプラットフォームに求められる安定性・安全性の確保と
導入・運用コストの削減を実現し、省電力にも寄与するシステム基盤技術を確立
した。技術の革新性は業界コミュニティ・標準化団体での技術提案の採択により、
技術の実用性は第三者による実証実験での高い評価結果により実証された。全体
目標に対する成果・達成度は表３−９のとおりである。
表３−９ 全体目標に対する成果・達成度の一覧表
目標・指標
成果
次世代情報システムのプラットフォ
ームに求められる安定性・安全性の
確保と導入・運用コストの削減を実
現し、省電力にも寄与するサーバ統
合技術を開発する。
（１）市場競争力がある革新性・実
用性の高い技術を開発する。

（２）重要な技術成果については国
際標準化を図り、IT分野における日
本のプレゼンス向上を図る。

達成
度

（１）次世代情報システムのプ
ラットフォームとなり得る、強
固な隔壁を持つ仮想サーバ技術
と統合アクセス制御技術を開発
した。これらの技術は業界コミ
ュニティ・標準化団体で認知・
採択された革新性の高い技術で
ある（採択先の責任者からクラ
ウドコンピューティング関連グ
ループへの提案を勧められてい
る）。また、第三者実験によっ
て開発技術の実用性が高いこと
も実証された。

達成

（２）仮想サーバ技術は
Xen/Linuxコミュニティ、統合ア
クセス制御技術はDMTFにて認め
られ、世界トップレベルの成果
であることが実証された。
（a）仮想サーバ技術：①Xen関
連コミュニティで提案・投稿が
採択され、成果がオープンソー
スに採用された（ディスク部分
故障隔離pvSCSIドライバ、ディ
スクI/O性能制限dm‑iobandドラ
イバ）。②Xenコミュニティでの

達成
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パッチ採用数は07年度下期〜09
年度上期までで729件で世界第
２位となった。③コミュニティ
での活動・貢献が認められ、富
士通はVA Linux社と共に日本企
業として初めてXenコミュニテ
ィのボードメンバに選出され
た。
（b）統合アクセス制御技術：①
統合アクセス制御ポリシー管理
プロファイルがWG審議・投票を
通過し、DMTFでの2010年度内の
国際標準化に目処が付いた。②
韓国電子通信研究院(ETRI)と上
記プロファイルのOpenDRIMへの
実装・オープンソース流布に合
意した。
（３）第三者による実証実験を実施
し、技術成果の実用性を評価する。

（３）実証実験パートナーを募
集・発掘し、第三者（住商情報
システム株式会社）による当該
会社(3,000人規模)のサーバ統
合を模擬した実証実験を実施し
た。実稼動中の業務システムを
セキュア・プラットフォーム上
にモデル構築し、システムイン
テグレータの視点から評価を行
い、有用性・実用性が高いとの
評価を得た。

達成

（４）ユーザニーズ・技術動向を調
査して技術開発に反映するととも
に、技術成果の普及を図る。

（４）(a）ユーザニーズ・技術
動向調査：アンケート・セミナ
ー聴講等によるニーズ・技術動
向調査を行い、結果を技術開発
に反映した（ライブマイグレー
ション対応等を追加)。
(b)普及広報：①ビデオ等のプロ
モーション用ツールの作成・配
付、展示会・セミナー等への出
展・講演、プレスリリース発信
を実施した(アンケート回答社
の約80%がプロジェクト成果に
関心ありと回答)。②プロジェク

達成
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ト期間中に、要素技術を含む製
品が顧客企業に採用された。
表３−１０ 要素技術の目標に対する成果・達成度の一覧表
要素技術
目標・指標
成果
達成度
仮想サーバ
仮想サーバ技術によるサ
ーバ統合システムの安心・
技術
安全な利用に向けて、ゲス
トVM間の強固な隔壁を持つ
仮想サーバを実現する。
(1)ハードウェア故障の影
達成
(1)メモリはページ単位
響範囲をゲストOS毎に局所 の故障管理により、ディ
化し、同一サーバ上の他ゲ スクは検出した故障を
ストOSへの影響を無くする 関係するゲストOSに通
部分故障隔離を実現する。 知することにより、ネッ
トワークはハードウェ
ア(NIC)の仮想化機能の
利活用により、ゲストOS
単位のハードウェア故
障の局所化を可能にし
た。
(2)特定のゲストOSにI/Oリ
ソースを独占させず、ゲス
トOS毎のI/O性能を保障す
る性能制限を実現する。
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(2)ディスクはI/O回数
・I/Oサイズをもとに帯
域制御するディバイス
ドライバdm‑iobandの開
発により、ネットワーク
はハードウェア(NIC)の
仮想化機能が持つ帯域
制御の利活用により、ユ
ーザがゲストOSの要件
に応じて帯域設定する
ことでゲストOS単位の
性能保障を可能にした。
dm‑iobandは韓国電子通
信研究員(ETRI)のシス
テムで活用されている。
また、奈良先端科学技術
大学院大学からは
dm‑iobandによる帯域制
御が効果的であるとの
評価を得ている。

達成

(3)仮想サーバ管理者の権
限を役割に応じて必要最低
限に分割・限定し、管理者
不正・ミスを未然防止する
ＶＭ管理者権限最小化を実
現する。

統合アクセ
企業（従業員数数百人以
ス制御技術 上)が運用する全社規模の
ITシステムにおいて、組織
の統制ルールの遵守・徹底
を可能とするセキュリティ
管理に向けて、保護資産に
対する正しいアクセス権の
設定と継続的な点検、設定
したアクセス権に基づくア
クセス制御を、業務を妨げ
ずに行なう統合アクセス制
御を実現する
(1)ITシステム全体に対し
て、最新のID情報に基づく
アクセス権管理を実現す
る。

(2)人事異動や組織改変が
行なわれた場合の、アクセ
ス権設定の適切・迅速な更
新に伴う管理工数の削減を
実現する。
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(3)管理OS上の仮想サー
バ管理者インタフェー
スの延長上にセキュリ
ティモジュールを開発
し、仮想サーバ管理者の
管理範囲をゲストOS単
位に分割・限定すること
を可能にするとともに、
絶対権限（root）なしで
の運用・操作を可能にし
た。

達成

(1)システム全体のID・
ロールを管理するID管
理と保護資産へのアク
セス権を管理するポリ
シー管理を連携させ、管
理者が、組織や統制ルー
ルの変更に即応して、ア
クセス制御ポリシーを
システム全体に設定・維
持することを可能にし
た。

達成

(2)アクセス制御ポリシ
ー管理におけるリソー
スグループ概念の導入、
ポリシー編集・自動配付
機能等により、アクセス
制御ポリシー変更時の
アクセス権管理に要す
る工数を最大80%削減す

達成

ることを可能にした。
(3)設定されたアクセス権
に対して、組織の統制ルー
ルを遵守しているかのチェ
ック機構と可視化を実現す
る。

(3) 制御対象システム全
体のアクセス権の設定
状況や、ポリシーの遵守
状況をGUIによって一目
で把握可能にし、従来手
作業で行っていたアク
セス権の棚卸作業・整合
性チェックの半自動化
を可能にした。

達成

(4)VM、OS、ミドルウェア、
アプリケーションなどレイ
ヤの異なる各種ソフトウェ
アに対するアクセス権管理
の一元化を実現する。

(4‑1) アクセス制御情報
を含むベンダ非依存の
リソース情報モデルを
新規に開発し、ポリシー
管理に適用することで、
レイヤやベンダの異な
るソフトウェアに対す
るアクセス制御ポリシ
ーを、共通のGUIで簡易
に設定することを可能
にした。
(4‑2) カスタマイズ用開
発キットにより、新たな
ソフトウェア（ユーザ開
発のアプリケーション
等）の統合アクセス制御
の管理対象への容易な
追加を可能にした。

達成

(5)ITシステムの本来の業
務を妨げない性能を保持し
たアクセス制御を実現す
る。

(5) 本技術の適用により
生じる性能面のオーバ
ーヘッドは5%未満であ
り、本来のIT業務を妨げ
ることはなかった。

達成
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（１）

ＶＭ技術

(1)ハードウェアの部分故障隔離による影響の局所化を実現
○従来技術
仮想サーバ環境におけるメモリ、ディスク、ネットワークと言ったリソースは
各ゲストOS間で共用される。これらが故障した場合の影響を当該リソースを使用
しているゲストOSだけに局所化する技術はなかった。
このため、メモリ故障が発生すると、故障メモリは閉塞されずアクセスされ続
けるため、それをアクセスしていたゲストOSだけでなく他のゲストOSや管理OSの
異常終了につながり、被害が拡大する可能性があった。
ディスクやネットワーク故障については、これらを利用するゲストOSは故障発
生を早期に認識し、故障装置を切り離して運用を継続するのか、停止するのかを
決定できることが重要であるが、従来は、アクセスしてエラーが通知されるまで
は障害の発生を認識できなかったため、迅速な対処ができなかった。
○技術成果の概要と効果
①メモリ
メモリの割当状況はページ単位に管理されているが、故障メモリもページ単位
で管理し、故障メモリに該当するページは閉塞されたページとして、以後、どの
ゲストOSにも割当しないよう管理することで故障の局所化を行う技術を実現し
た。
MCA(Machine Check Architecture)のエラーシミュレータによって、メモリの
Uncorrectable Errorを発生させ、故障ページが正しく閉塞されることを確認し
た。
この機能によって故障メモリをアクセスしたゲストOS以外のゲストOSは運用
を継続可能とした。
②ディスク
pvSCSIドライバと部分故障隔離マネージャを連携させることによって、故障
装置の切り離しを行う技術、及び関連するゲストOSへ故障事象を通知すること
によって故障装置の使用停止を可能とする技術を実現した。
ディスク及びHBAでの故障が発生すると、故障装置を使用していたゲストOSの
エラー処理スクリプトが起動される。このエラー処理スクリプトは運用要件に応
じてカスタマイズ可能であり、アプリケーションと連携することで、アプリケー
ションから故障装置へのアクセスを中止する、ゲストOSを停止するなどの処理が
可能となった。
以下、ディスクの故障隔離の効果について、図３―２２を例に説明する。
なお、各ゲストOS上のアプリケーションは以下の処理を実施すると想定してい
る。
・ アプリ１はディスク 1 への書込みとディスク 2 からの読込みを行う。
・ アプリ 2 はディスク２からの読込みのみを行う。
・ アプリ 3 はディスク 3 への書込みとディスク 2 からの読み込みを行う。
・ アプリ 4 はディスク 4 への書込みを行う。
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ゲストVM

ゲストVM

ゲストVM
ゲスト#1

ゲスト#2

アプリ1

ゲスト#3

アプリ2

ハイパーバ イザ

read処理

ゲストVM
ゲスト#4

アプリ3

read処理

アプリ4

read処理

write処理

write処理

ディスク1

図３−２２

ディスク2

ディスク3

ディスク4

ディスク部分故障発生時の構成

ここで、アプリ１からディスク2へのアクセスがディスクの故障によってエラ
ーになったと仮定する。このディスク故障はpvSCSIバックエンドドライバが検出
し、部分故障隔離マネージャに通知する。部分故障隔離マネージャは故障ディス
クをアクセスしているゲスト#1〜ゲスト#3のエラー処理スクリプトを図３−２
３の通りスケジュールする。
このエラー処理スクリプトを各ゲストの運用要件に合わせてカスタマイズす
ることで、以下のような運用が可能となる。
・ アプリ１はディスク 1 への書込みは継続し、ディスク 2 からの読込みは中
止する。
・ アプリ 2 はディスク２の故障通知を受け、他にアクセスするディスクもな
いので処理を終了する。
・ アプリ 3 はディスク 3 への書込みは継続し、ディスク 2 からの読込みは中
止する。
・ アプリ 4 はそのままディスク 4 への書き込みを継続する。
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ゲストVM

ゲストVM
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スクリプト

④エラー処理
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read処理

ハイパー バイザ
write処理

ディスク1

図３−２３

ゲストVM
ゲスト#4

read処理

アプリ4

read処理

①故障発生

write処理

ディスク2

ディスク3

ディスク4

故障発生とエラー処理スクリプトのスケジュール

ディスクの部分故障隔離処理においては、このように様々な要件が求められる
基幹系システムを構築する上で必要なカスタマイズを可能とする技術を実現し
た。
③ネットワーク
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ネットワークの故障は物理ポート、又は、それに接続されるネットワーク経路上
で発生するが、この場合、故障の影響は、当該物理ポートに接続される仮想NIC
に対応するゲストOSに限定され、他のゲストOSには影響しない。図３―２４の例
では、物理ポート１の故障がゲスト#1、ゲスト#2のみに影響することを示してい
る。
故障の影響範囲
管理VM
管理OS

ゲストVM
ゲスト#1

ゲストVM
ゲスト#2

ハイパーバイザ

ゲストVM
ゲスト#3

ゲストVM
ゲスト#4

VT-dを利 用した直接I/O

物理NIC
Physical
Function (PF)

仮想NIC #1

仮想NIC #2

仮想NIC #3

仮想NIC #4

故障発生
物理ポート#１

図３−２４

物理ポート#2

ネットワークの部分故障隔離の概要

また、従来の管理OS経由のネットワーク処理の場合と比べて、ゲストからの直
接I/Oとなるのでオーバーヘッドがほとんどない、管理OSの影響も受けないこと
を確認した。
以上のように、仮想NICをゲストOSに割当てる技術の開発によって、物理NIC
の仮想化機能を利用した故障隔離技術を実現した。
(2)各ゲストOSの運用要件に応じたディスクとネットワークI/O帯域設定技術の
実現
○従来技術
仮想サーバ環境におけるCPUやメモリの割当、スケジューリング機能は十分実
用的であるが、ディスクI/OやネットワークI/Oの帯域制御は不十分であったため
に以下の問題があった。
・ あるゲスト OS には大きな帯域を割当て、別のゲスト OS には小さな帯域を割
当てるというような柔軟な設定が出来ない。逆に、
・ データ長の大きいデータを大量に読み書きするゲスト OS がいると、そのゲ
ストの帯域が大きくなり、その分他のゲストの帯域が少なくなってしまう。
基幹系システムへの適用を想定すると、各ゲストの運用要件に合わせてディス
クやネットワーク帯域を割当る運用は必要である。
○技術成果の概要と効果
①ディスク
dm‑iobandでは、ゲストOSで利用可能なI/O 帯域を、以下のポリシーで設定で
きる。
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・ weight ポリシー：I/O 回数に基づいて帯域を分配する。
・ weight‑iosize ポリシー：I/O サイズ（セクタ数）に基づいて帯域を分配
する。
・ range‑bw ポリシー：帯域の保証値と制限値を Kbytes/sec で指定する。
備考)当初はweightとweight‑iosizeの２つポリシーだったが、韓国電子通信研
究院(ETRI) がrange‑bwポリシーを開発、コミュニティに投稿して３つのポリシ
ーとなった。
これらのポリシーについて、実機で性能測定を実施し、デバイスへの負荷に偏
りがある場合でも、ウェイトに応じたI/O帯域分配が実現される。以下に
weight‑iosizeポリシーの効果を示す例を説明する。

図３−２５

ディスク性能制限の測定環境

図３―２５に示す処理をdm‑iobandの制御がない状態で行った場合と
dm‑iobandの帯域制御が有効な状態で行った場合のスループットを測定し比較し
た。
・ 3 つのパーティション sdb1、sdb2、sdb3 上のデータをランダムにリード
・ 各々のパーティションからのリードは 16KB、32KB、64KB 単位で実施
・ 帯域は各々に対して 40:20:10 のウェイトで指定
・ 各々32 個のプロセスで実行し、各々のデバイスのスループットを集計
測定結果は以下の通り（図３−２６）。dm‑iobandによる帯域設定なしの場合
には、データサイズの大きい順にスループットも大きかった。
dm‑iobandによる帯域設定をした場合、weight‑iosizeポリシーでウェイトを設
定したので、リードしたデータの量がウェイトに従って配分される。具体的には
sdb3のスループットは全体の1/7になっており設定が有効であることが判る。
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図３−２６

ディスク性能制限の測定結果

以上の通り、weight‑iosizeポリシーの効果を示したが、他のポリシーについ
ても効果を検証しており、運用要件に応じた帯域設定を行う技術を実現できた。
②ネットワーク
物理NICのドライバ改善、設定ツールの開発によって、物理NICの仮想化機能を
利用した帯域制御技術を実現した。
以下に本帯域制御機能の効果測定結果を示す。図３−２７は測定時のシステム
構成と各仮想NICに対して6:3:1のウェイトを設定した状態を示している。
各ゲストOS上のnetperfはネットワークI/Oを発行するツールであり、測定時の
メッセージサイズは32バイトから最大16384バイトまで変化させている。
管理OS

Guest #1

帯域設定ツール

Xen

ゲストVM

ゲストVM

管理VM

仮想NIC#1〜#3
に対してウェイト
を指示

Guest #2

ゲストVM
Guest #3

netperf

netperf

netperf

NIC用ドライバ

NIC用ドライバ

NIC用ドライバ

Direct I/O using VT-d

物理NIC
Physical Function (PF)

図３−２７

仮想NIC #1
(weight = 600)

仮想NIC#2
(weight = 300)

仮想NIC#3
(weight = 100)

ネットワークスループット測定時のシステム構成概要
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図３−２８は帯域制御が無効な場合の測定結果である。この図より、帯域は公
平に分配されており、メッセージサイズには無関係であることが読み取れる。
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図３−２８

帯域制御機能が無効時のスループット

図３−２９は帯域制御を有効とし、ウェイトを6:3:1に設定した場合の測定結
果であり、設定に従って帯域制御が実施されていることが判る。
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帯域制御機能が有効時のスループット

以上の結果より、NICの仮想化機能を利用した帯域制御が有効に機能し、運用
要件に応じた帯域配分が可能であること、あるゲストの振る舞いが別のゲストOS
に影響を与えないようにする技術を実現できた。
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以上の測定結果は2009年11月のXenサミット上海において発表したものである。
(3)VM‑RBACによりゲストOS操作時の絶対権限(root)の不要化を実現
○従来技術
仮想サーバ環境では、複数のゲストOSが同一の実サーバ上に同居するために、
故意又は誤操作により管轄外のゲストOSを操作してしまう等のセキュリティ上
のリスクが存在する。
特に、セキュア・プラットフォームで開発のベースとしたXenにおいては、特
定のゲストOS管理者が、管理OS上でそのゲストOSに対する操作（起動など）を行
うためには、管理OSのroot権限（絶対権限）が必要であった。一方、ゲストOS管
理者に一旦root権限を持たせると、他のゲストOSに対する操作が可能になるだけ
でなく、管理OSそのものに対する操作も可能になってしまうというセキュリティ
上の問題があった。
○技術成果の概要と効果
セキュア・プラットフォームで開発したアクセス制御機構(RBAC: Role‑Based
Access Control)を利用することによって、操作する管理者の役割(ロール)に応
じた最小の権限を与えることが出来、管理OSのroot権限（絶対権限）を不要とし、
及び、権限に基づくチェックを有効に機能する技術を実現できた。
図３―３０は経理VMの管理者は人事VMを操作しようとしてエラーとなった例、
人事VMの管理者は人事VMを操作できる例を示したものである。

経理VMの管理者は，人事VM
経理VMの管理者は，人事VM (VM1)を
(VM1)を
操作できない。
操作できない。

人事VMの管理者だけが人事VM
人事VMの管理者だけが人事VM (VM1)
(VM1)
を操作できる。
を操作できる。

不正操作が禁止され、絶対権限
不正操作が禁止され、絶対権限 (root)
(root) で
で
運用した従来より安全になる。
運用した従来より安全になる。

図３−３０

（２）

VM‑RBACの管理GUIの例

統合アクセス制御技術

(1) 企業システム全体のID管理とアクセス権管理を統合、ポリシー管理者による
アクセス制御ポリシーの一元管理を実現
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○従来技術
企業内に存在するITシステムは、マルチベンダやマルチプラットフォームなど、
複合的な環境で、VM層/OS層/ミドルウェア層/アプリケーション層等の様々なレ
イヤでアクセス制御が行われている。
このような状況において、ID情報を一元管理し、個々のソフトウェアに配付す
ることは可能となってきているが、アクセス制御ポリシーを一元管理できるも
のは存在していなかった。このため、組織のルールに基づいたアクセス制御ポ
リシーの設定・維持は、それぞれの管理者により個別に行われており、全体が
どのように設定されているか把握するのは困難であり、また、正しい状態を維
持・管理するには、膨大な労力・コストを要し、人的設定ミスが発生する可能
性があった。
○技術成果の概要と効果
セキュア・プラットフォームは、ID管理機能により提供されるID・ロール情報
を信頼の源泉として、ポリシー管理機能が、様々なベンダやプラットフォーム
からなるシステム各階層（VM層/OS層/ミドルウェア層/アプリケーション層等）
のアクセス制御ポリシーを一元的に記述・徹底する新たな統合管理の仕組みを
実現した。
これにより、企業内で管理すべきすべてのアクセス制御ポリシーを一元的に把
握することが可能となっている。また、組織のルールに基づいた各層のアクセ
ス制御ポリシーを自動的に生成し配付することにより、正しい状態の維持・管
理を一元的に管理し、徹底することを可能としている（図３−３１）。
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図３−３１

アクセス制御ポリシーの一元管理による効果

（2）新たな役割や権限の設定など、アクセス制御ポリシーが変更された際のア
クセス権設定に要する工数を最大80%削減
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○従来技術
従来はAP/OS/DB/VMなどの設定対象ソフトウェアによって、異なる形式でアク
セス制御ポリシーを記述しなおし、適用する必要があった。このため、設定対象
ソフトウェアが多岐にわたるサーバ統合環境においては、多様なアクセス制御ソ
フトウェアの知識習得を管理者に強いるか、または個々のアクセス制御ソフトウ
ェアを熟知した複数の管理者を揃えなければならなかった。また、従来のロール
ベースアクセス制御方式では、アクセス主体（ユーザID）をロールでまとめるこ
とが可能であるが、アクセス制御対象（リソース）については個別の指定が必要
であり、多様なリソースに対するポリシーを統合的に作成し、適切なソフトウェ
アに設定することは大きな負担となっていた。
○技術成果の概要と効果
リソース情報管理技術により、すべての設定対象ソフトウェアのリソースやリ
ソースに対するアクセス制御操作を一元的に把握できる。ここでリソース情報に
関しては、リソースグループの概念により、個々のDBやフォルダ等を、部門リソ
ースとして一括管理できる。これにより、従来のRBAC形式よりもさらに簡潔なポ
リシー記述が可能になる。
またポリシー管理技術により、RBAC形式で記述されたアクセス制御ポリシーを、
設定対象ソフトウェアごとの記述形式に自動的に変換・配付・設定できる。これ
らの自動化により、通常の業務運用中のアクセス制御ポリシー再設定に要する工
数を削減することができる。
以下では工数削減効果について詳細に検討する。一般に、ポリシー再設定作業
Tの工数を時間で表すと
T = ポリシー編集時間 Te ＋ 配付時間 Td
であるが、セキュア・プラットフォームのポリシー再設定工数で期待される効
果は、ロール・リソースグループの採用によるTe(ポリシー編集時間)削減である。
ここで、アクセス制御ポリシーの基本型は
アクセス主体（アカウント）、アクセス対象（リソース）、アクセス権
の三つ組である。従来方式では、アクセス主体をロールで表現することによりポ
リシー数を削減している。セキュア・プラットフォームではさらに、アクセス対
象をリソースグループで表現することでさらなる削減が可能である。いま、企業
の部門数が10、１部門を１ロール、１部門が利用するリソースをそれぞれ１リソ
ースグループにまとめるとする。部門の人員が10名（10アカウント）とすると、
各部門が利用するリソース（ファイル、Webページ等）の数により、部門あたり
のポリシー編集時間について、図３−３２に示す定性的な編集時間の比較図が描
ける。ここでポリシー編集時間は、上記アクセス主体・アクセス対象・アクセス
権の３つ組を「１」としており、ポリシーの編集量でもある。
従来の編集時間はリソース数に比例して増大するのに対して、セキュア・プラ
ットフォームはロール・リソースグループ数が変わらない限り一定であり、管理
するリソース数が増大するほどセキュア・プラットフォームによる工数削減効果
が高い。
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ポリシー編集時間 T
（1ポリシー編集時間＝1とする ）

1部門＝1ロール、
1ロール＝10アカ
ウントの場合

従来方式1（個別設定）
ロールの各アカウントについて
個別リソースの操作権を指定し
た場合の最大値

従来方式２(ロールベース）
各ロールについて個別リ
ソースの操作権を指定

10

セキュア・プラットフォーム：
各ロールについて、対応する１リ
ソースグループの操作権を指定

1
部門あたり
リソース数 N

1
10
100・・
図３−３２ リソースグループによる工数削減効果

なお上図の比較は、部門（ロール）のポリシーを新たにかきなおす、という場
合を想定している。たとえば、経理部で人事異動があった、あるいは経理部に新
しいリソースが割り当てられた、というケースでは、従来は変更されたアカウン
ト数や追加されたリソース数に比例したポリシー数を編集する必要があった。一
方、セキュア・プラットフォームでは、経理部ロールのアクセス制御ポリシーを
編集することなしに、最新のID情報・リソース情報に基づいた形式変換・ポリシ
ー再配付を自動で行うことができ、アカウント数・リソース数が増大するほど、
大きな工数削減効果が期待できる。
実証実験では、3500人規模の企業の業務アプリケーション統合を想定し、ロー
ル・リソースグループ設計がなされるが、この場合に要する再設定工数の検証を
実施する予定である。上図は単純な定性図であり、実際には1部門1ロール、1リ
ソースグループ、とはなりえないが、実証実験のロール・リソースグループ設計
による事前見積もりでは、人事異動等に伴うポリシー再設定工数について、最大
80%程度の工数削減を見込んでいる。
(3) 制御対象システム全体のアクセス権の設定状況や、ポリシーの遵守状況を一
目で把握可能にし、アクセス権の棚卸作業の工数を削減
○従来技術
従来は、ID管理製品において、組織の統制ルールの逸脱をチェックする機能と
して、ロールの割り当てを可視化する技術は存在していたが、対象範囲がID管理
のみであり、効果は限定的であった。この為、アクセス権管理に関しては、アク
セス制御リストを人手で分析を行い、正しく設定されているかをチェックする必
要があり、システムの規模に応じて数日から数週間程度の作業が必要となってお
り、アクセス権の棚卸作業が困難な状態になっていた。
○技術成果の概要と効果
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ポリシー管理者は、適宜、設定されているポリシーが組織の統制ルールから逸
脱していないかをチェックする必要がある。ポリシー遵守チェック機能の導入に
より、チェックに必要な情報をID管理、ポリシー管理、及び、システムの導入さ
れているサーバから、自動的に収集を行なうことを実現した。又、SoD（Separation
of Duty）違反や、不使用アクセス権チェックに関しては、統制ルールをチェッ
クルールとして記述し、収集された情報と合わせて分析することにより、統制ル
ール違反の自動検出を実現している。又、様々な角度からのアクセス権設定の可
視化を、GUIを利用して実現した（図３−３３）。

図３−３３

ポリシー遵守可視化画面

この機能を利用することにより、システム全体のアクセス制御ポリシーの設定
が、組織の統制ルールを遵守・徹底しているかの確認が、システム的に可能とな
り、ポリシー管理者によるチェックの工数の大幅な削減が可能となる。
(4‑1) 各種ソフトウェアに対して、アクセス制御ポリシーを共通のGUIで設定可
能
○従来技術
従来は、管理対象のソフトウェア階層ごと、あるいは階層内のソフトウェアご
とに異なるアクセス制御管理ソフトウェアを使い分ける必要があった。管理ソフ
トウェアの利用方法も、簡易なGUIを備えたものもあれば、コマンドラインから
の入力や、独自形式の設定ファイル作成が必要なものがある、と様々であり、管
理者の負担になっていた。
○技術成果の概要と効果
リソース情報管理技術とポリシー管理技術により、管理対象によらず、使いや
すく拡張性に優れた共通のGUIでアクセス制御ポリシーを生成し、設定できる。
図３−３４、３−３５に、部門の一般ユーザへの部門用ファイル・Webへのアク
セス権限付与、部門のシステム管理者へのDB捜査権限付与、が共通のGUIで行え
る様子を示す。また、このGUIでは、共通な形式で作成したポリシーが設定先で
どのように変換されるか、実際のIDやリソース名をプレビューすることで、正し
い設定が行われることを事前に確認できる。図3−３６に例を示す。
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部門ユーザに、部門別フォルダ・
Webへのアクセス権を付与

図３−３４

部門ファイル・Webのアクセス権選択画面

部門DB管理者・作業者にDBテー
ブルの操作権限を付与

図３−３５

部門DBの操作権選択画面
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共通形式の
アクセス制御ポリシー

配付先にあわせて自動変換された
アクセス制御ポリシー

図３−３６

共通ポリシーの形式変換確認画面

（4−2）カスタマイズ用開発キットを用いて、新たなソフトウェアを容易に統合
アクセス制御管理対象に追加可能
○従来技術
従来、ソフトウェアのアクセス制御ポリシー管理を行なうツールは、管理対象
ソフトウェアをアプリケーションなど特定の階層に限定、あるいは自社製ソフト
ウェアに限定、等の制限を設け、管理対象を自由に拡張する機能は提供していな
かった。そのため、複数のソフトウェア階層のマルチベンダソフトウェアのアク
セス制御を一つの管理モジュールで統合操作する方式は、個別管理ツールの画面
を一つのインタフェースに集めることが主流であり、管理自体は個別のままとな
っていた。
○技術成果の概要と効果
リソース情報管理技術およびポリシー管理技術において、様々な管理対象のア
クセス制御に関する情報と操作を共通のモデル(CIMモデル)で扱うことにより、
統合アクセス制御エージェントから管理対象ソフトウェアへのポリシー設定イ
ンタフェースが共通化できた。これにより、インタフェース実装のためのひな型
コード・ライブラリなどのカスタマイズ用開発キット（SDK）を提供することが
でき、当該インタフェースの開発にかかる工数を大幅に減らすことができた。
例えば、セキュア・プラットフォームを採用した企業が新規ソフトウェア・独
自ソフトウェアを保有する場合、SDKによりインタフェースアダプタを実装し、
統合アクセス制御エージェントにプラグインすることで、当該ソフトウェアをポ
リシー設定対象として容易に追加できる。実証実験においては、パートナー企業
で実際に使われている人事・勤労系アプリケーション２種のインタフェースアダ
プタを、SDKを用いて同企業に開発してもらい、必要な開発工数を評価する予定
である。

(5) 本技術の適用により生じるオーバーヘッド5%未満を達成
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○従来技術
OSレベルの強制アクセス制御を行う場合、ファイルアクセスの度にアクセスの
可否判定を行う制御のオーバーヘッドが発生する。市販されているセキュアOS製
品（OS毎のアクセス制御機能）において、このオーバーヘッドは5〜10%とされて
おり、制御対象を必要最小限に絞り込む運用指導が行われている。
○技術成果の概要と効果
セキュア・プラットフォームの強制アクセス制御機構は、カーネル処理の極小化
技術により、ファイルアクセス制御のオーバーヘッドを従来技術、製品を超える
5%未満に抑えることに成功した。これにより、セキュア・プラットフォームのア
クセス制御が従来業務に影響を与えないという目標を達成している。
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４−Ａ．事業化、波及効果について
４−１−Ａ

事業化の見通し

（１）
普及広報
本事業では、研究開発成果の早期事業化に向け、セキュア・プラットフォーム
推進コンソーシアム普及広報WGを中心に、研究成果の普及広報を実施した。
（a）セキュア・プラットフォームのプロモーション用ツールの作成
本事業では、研究開発成果を効果的・効率的に普及広報するため、パンフレッ
トの他にビデオを制作し、それらをDVD化したり、ホームページに掲載してダウ
ンロードできるようにした。作成したプロモーション用ツールは表４−１のとお
りである。
表４−１
題目

ビデ
オ

パン
フレ
ット

パネ
ル

ＤＶ
Ｄ

プロモーション用ツール
内容
プロジェクトリーダ
セキュア・プラットフォーム
の山口教授へのイン
とは
タビュー
セキュア・プラットフ
研究開発の概要
ォームの紹介
開発技術：仮想サーバ間の強 仮想サーバ技術の紹
固な隔壁
介
統合アクセス制御技
開発技術：統合アクセス制御 術の紹介
次世代情報システムの安定性
と安全性の課題を解決するセ セキュア・プラットフ
キュア・プラットフォーム
ォームの紹介(４頁)
セキュア・プラットフ
セキュア・プラットフォーム ォームプロジェクト
プロジェクト概要
の紹介（１枚）
仮想サーバ技術の紹
セキュア・プラットフォーム 介
強固な隔壁を持つ仮想サーバ （1枚）
セキュア・プラットフォーム 統合アクセス制御技
統制ルールを遵守・徹底する 術の紹介
統合アクセス制御
（1枚）
次世代情報システムの安定性 上記ビデオ、パンフレ
と安全性の課題を解決するセ ット、論文を収録(１
キュア・プラットフォーム
枚)
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成果

①展示会や説明
会などでＤＶＤ/
パンフレットを
約６００枚配付。
②ビデオはセキ
ュア・プラットフ
ォーム推進コン
ソーシアムのホ
ームページにも
掲載。
③サーバ仮想化
・アクセス管理は
説明が難しい技
術だが、これらの
ツールではわか
り易い説明にな
っているとの評
価。

（ｂ）セキュア・プラットフォームの普及広報
普及広報は、一般の講演会・展示会への参加、セキュア・プラットフォームに特化し
た個別セミナーの開催、プロジェクト参加社による商談獲得を目的とした顧客企業への
提案、新聞・雑誌等のメディアへの投稿、等により活動を実施した（表４−２）。
これらの活動により、実証実験参加社（住商情報システム株式会社）の発掘、実証実
験参加４社の共同プレスリーリス記事の新聞掲載、セキュア・プラットフォームの要素
技術を含む製品の顧客企業（金融業）での採用、等の成果をあげ、事業化に向けた普及
広報の役割を果たした。
表４−２ 普及広報
分類

講演会・展示会
による普及広報

手段等
講演会

CEATEC2007
CEATEC2008
CEATEC2009

展示会

ITproEXPO2009

成果
・累計約100名の参加者。

2007年度(発送3,337、回答：252)
アンケート 2008年度(発送3,301、回答：247)
2009年度(発送3,210、回答：303)
説明会
個別セミナーに
よる普及広報

商談獲得を目的
とした普及広報

JUASアカデミー
JISAセミナー

・累計約60名の参加者。
・実証実験パートナー発掘につながった。

セキュア・プラットフォーム推進コ
ンソシアム成果報告会
成果報告会 2007年度
2008年度
2009年度(予定)
顧客企業 要素技術を含む製品の提案：４社
への提案 （金融業、製造業、データセンタ）
題名：安心・安全な仮想化技術と統
合アクセス制御を実現する
一般誌広告

新聞・雑誌メ
ディアを活用し
た普及広報

題名：セキュア・プラットフォーム
製品化を目指して２年間の開発成果
を実業務に近い環境で試験
題名：仮想サーバ環境での安心・安
一般紙寄稿 全な業務システム構築・運用の実証
実験
プレス
リリース

・約500名のブース来場者。
・日経Webサイトの展示会ニュース速報で、セキュ
ア・プラットフォームが最初に紹介され、プロ
ジェクトのプレゼンスを示せた。
・セキュア・プラットフォームの導入に興味・関
心のあるユーザは80%近くあり、ユーザからの期待
が高い。

発表日：2009/9/28
タイトル：仮想サーバ環境での安心・安全
な業務システム構築・運用の実証実験を
実施

・累計約200名の業界関係者が参加。

・採用：１社（金融業）
・日経コンピュータ 2009/9/30号、
・日経Linux 2009/10/8号、
・日経情報ストラテジー 2009/11/26号
・日経情報ストラテジー 2009/11/26号
・技術総合誌ＯＨＭ 2009年12月号
・ 日経産業新聞に記事 (9/29朝刊７面)
・ 電子メディアに記事
・ 雑誌「ＯＨＭ」から記事執筆依頼
・ 商談がらみの情報提供依頼

（２）事業化
（ａ）富士通の取り組み
− 現在の取組み
セキュア・プラットフォーム開発物の内、仮想サーバ技術と統合アクセス
技術の一部は既に富士通製品に組込みビジネスを開始した。
【仮想サーバ技術】Ｒed Ｈat社のＲＨＥＬ（Red Hat Enterprise Linux）に
組込む。
Xen に組み込まれたセキュア・プラットフォーム開発部分は 2008 年 8 月より
Xen3.3.0 として公開を開始した。以降、順次反映中。当社は Xen が組み込まれ
たＲed Ｈat 社 RedHat Enterprise Linux を活用したビジネスを展開する。
（注）Ｒed Ｈat 社 RHEL はプログラムプロダクトとしてはオープンソースのた
め無償である。
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【統合アクセス制御技術：アクセス制御／ＩＤ管理】運用管理製品
Systemwalkerに組込む。
Linux 版アクセス制御は、2008 年 8 月に出荷済み
Windows 版アクセス制御は 2010 年 4 月に出荷予定
ID 管理は 2010 年下期に出荷予定

図４−１は富士通の主事業領域である「ソリューション/SIとシステムプロ
ダクト」及びセキュア・プラットフォーム開発物の組み込み先を示す。
ソリューション／SI
ミドルウェア 運用管理製品 ※

自動化

ミドルウェア
DB製品／Webサーバ製
品・・・

統合アクセス制御

アクセス制御

ID管理

ID管理

アクセス権管理 アクセス権管理
・
・
・
仮想サーバ
仮想
サーバ
VM
RHEL(Xen）

OS
Linux／Windows

アクセス制御

アクセス制御

VMware

システムプロダクト

ソリューション／ サ
SIービス

監視

Hyper-V

サーバ／ストレージ (ハードウェア)
※ SystemWalker 監視、分析、自動化、サービスレベル管理、インシデント管理など
はセキュア・プラットフォームの成果物

図４−１
−

富士通の主事業領域と成果物の組込み先

今後の取組み
セキュア・プラットフォーム開発物を弊社次期データセンタのインフラの一部に
組込み、実証実験を開始する。
セキュア・プラットフォーム開発で強化したサーバ仮想化技術を活用し、パイロ
ットテストを実施中。
セキュア・プラットフォーム開発成果のアクセス制御＆ＩＤ管理も本稼働までに
取込む予定。

図４−１の事業領域は2009年度1.5兆円の売上を予定しており、セキュア・
プラットフォーム成果の活用によって当該事業の継続拡大を図って行く。
（ｂ）日本電気の取組み
日本電気は、2009年4月に「クラウド指向サービスプラットフォームソリュー
ション」を発表、企業の基幹システムをクラウドの特徴を取り入れたプラットフ
ォームに移行するサービスの提供を7月より開始している。サービス指向プラッ
トフォームの基盤ソフトウェア（運用管理を含む）は2010〜2011年度中の本格稼
動を予定しており、これに向けた機能は同時期までに整備していく。
102

クラウド指向サービスプラットフォームは、これまで蓄積しているデータセン
ター運用技術と、日本電気自ら実践しつつある経営システム・業務プロセス改革
ノウハウとを組み合わせたソリューションである。サーバ・ストレージ・ネット
ワーク等の仮想リソースを制御する基盤ソフトウェアを提供し、「容易なシステ
ム自律構成」「堅牢なセキュリティ」「最適配置による省電力」「性能可視化」
の各機能を実現する。このうち「堅牢なセキュリティ」の実現に向け、セキュア
・プラットフォームの統合アクセス制御技術成果を適用していく。
具体的には、クラウド指向プラットフォームの運用管理・アクセス制御に関連
する以下のソフトウェア製品への成果適用を計画中である。
（１）
ID 管理製品のポリシー管理機能との連携強化
（２）
システム運用管理製品のポリシー管理機能強化
（３）
AP サーバ製品のポリシー実施機能強化
図４−２は、（１）（２）（３）を統合した権限管理・アクセス制御実施の機
能ブロック図である。楕円内の機能がセキュア・プラットフォームの成果を活用
する部分である。これらのコンポーネントを上記基盤ソフトウェアに組み込むこ
とで、「堅牢なセキュリティ」の実現をめざす。事業化時期は、2011年を目標と
する。
ID管理製品

システム運用
管理製品

APサーバ製品

対象サーバ (実サーバ or 仮想サーバ)
管理対象
OS、MW、AP

プロビジョニング 統合ID管理
(既存)

認証用
DB

統合アクセス制御
情報管理

プラグイン アクセス制御
実施

統合ログ管理
(既存)

図４−２

４−２−Ａ

配布プロトコル

情報
モデル

NP成果を活用して
既存製品群を強化

統合アクセス制御の成果取り込みイメージ

波及効果

（１）データセンターにおける省エネルギー対策
サーバやストレージが急速に増加している現在、データセンターにおけるエネ
ルギーの効率化は、大きな経営課題になっている。
IDCの調査では、2000年から2010年までの10年間で、サーバの台数は6倍に、ス
トレージの台数は69倍になる。既にデータセンターでは電力消費が深刻な問題に
なっており、2011年にはIT投資の4割が電力に消費されると予測する。
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一方、現時点のデータセンターにおける平均的なサーバ稼働率は8〜12％程度
といわれ、残りのリソースは使われていないという無駄の多い状況がある。
このような状況において、稼働率を高め、電力消費を削減する仮想化技術によ
るサーバ統合が注目されており、省エネに向けた仮想化技術の波及効果は大きい。
（２）クラウドコンピューティング
サーバ統合・集約気運を背景に開始したセキュア・プラットフォームプロジェ
クトは、平成20年度（プロジェクト2年目）以降注目の高まっているクラウドコ
ンピューティングを先取りした取り組みと言える。セキュア・プラットフォーム
で研究開発した安定性と安全性を強化した仮想サーバ統合技術は、クラウドコン
ピューティングのプラットフォームに求められる安全、大規模な仮想化環境、マ
ルチテナンシー（複数顧客の安全な隔離）に必要なアクセス制御技術として、ク
ラウド関連ビジネスにおけるプラットフォームに適用することで大きく波及し
ていく。
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５−Ａ．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等
５−１−Ａ

研究開発計画
表５−１
実施項目／年度

研究開発計画

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度
基礎技術

応用技術

連携技術

技術開発

α版

β版

実証実験版

実証実験

Ｘｅｎ関連コミュニティ活動

標準化

調査・普及

標準化提案策定

標準化提案活動

訴求点整理
パートナー獲得

調査

成果の普及

(コンソーシアム活動)
成果報告会

成果報告会

成果報告会

（１）技術開発
技術開発は、初年度に基盤技術の開発、２年目に基盤技術を相互結合する連携
技術の開発、３年目に応用技術の開発および実証実験、を計画した。特に最終年
度は、過去２年間の開発成果に対して、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、実証実験を通じてそれらの評価
を計画した。
また、技術開発の途中段階で、セキュア・プラットフォームα版（業務システ
ムとしてLinuxサーバを想定）、β版（業務システムとしてWindowsサーバを追加）
を作成し、それらをセキュア・プラットフォーム推進コンソーシアム成果報告会
でデモすることにより、ユーザニーズの早期吸収を狙った。
（２）標準化
仮想サーバ技術については、初年度からXenおよびその関連のオープンソース
コミュニティで開発成果の提案・投稿活動を随時行い、積極的に標準化を進める
計画とした。
統合アクセス制御技術については、初年度にアクセス制御技術に関係する標準
化団体(OASIS、DMTF)の中から提案先とする標準化団体を決め、２年目からの具
体的提案と積極的審議参加により、プロジェクト終了時までに標準化の目処をつ
けることを計画とした。
（３）調査・普及
開発チームに入力すべきユーザニーズ・技術動向等の調査活動はプロジェクト
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開始直後から、普及活動はプロジェクト成果が出る２年目から、おのおの活動を
開始する計画とした。最終年度に計画されている実証実験を担当するパートナー
の獲得は、普及活動の２年目の活動として計画した。

５−２−Ａ

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、その組合員である富士通株式
会社と日本電気株式会社が研究開発を担当した。また、ASETからの再委託先とし
て、奈良先端科学技術大学院大学（評価方式の研究）、住商情報システム株式会
社（実証実験の実施）、社団法人電子技術産業協会(JEITA)（セキュア・プラッ
トフォーム推進コンソーシアムの運営）がプロジェクトに参加した。
経済産業省

セキュア・プラットフォーム
プロジェクト推進会議

委託

（座長：奈良先端科学技術大学院大学教授 山口英）

技術研究組合
超先端電子技術開発機構

セキュア・プラットフォーム
推進コンソーシアム
（会長：奈良先端科学技術大学院大学教授 山口英）

セキュア・プラットフォーム研究部
再委託
(調査・普及）

社団法人
電子情報技術産業協会(JEITA)

富士通研究室
再委託
(評価方式）

国立大学法人
奈良先端科学技術大学院大学

日本電気研究室
再委託
(実証実験）

図５−１

住商情報システム株式会社

研究開発実施体制

プロジェクトは「研究開発チーム」と「調査・普及チ−ム」の２チ−ム体制と
し、研究開発チームは技術開発と標準化を、調査・普及チ−ムはユーザニーズ・
技術動向の調査、普及・広報を担当した。調査・普及についてはJEITAを事務局
とするセキュア・プラットフォーム推進コンソーシアムを設立して参加者を広く
募集し、研究開発チームからの参加者と一緒になってチームを形成し、活動した。
２チ−ム制とすることで、より利用者の役に立つ技術の開発（マーケットイン）、
迅速な開発成果の浸透、等、シナジー効果を狙った。
本事業の運営管理は、研究開発チームについては計画・成果の妥当性を審議す
るために奈良先端科学技術大学院大学山口英教授を座長とするセキュア・プラッ
トフォームプロジェクト推進会議を設置し、調査・普及チームについては同じく
山口英教授を会長とするセキュア・プラットフォーム推進コンソーシアムを設立
して行った。
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（１）開発チームの運営
奈良先端科学技術大学院大学山口英教授を座長とするセキュア・プラットフォ
ームプロジェクト推進会議を最高意思決定機関と位置づけ、その配下にプロジェ
クト運営会議、プロジェクト進捗会議を設置した。また、プロジェクト進捗会議
の配下に、技術テーマごとに３つ会議（技術担当者会議、ASET‑NAIST技術者会議、
ASET‑SCS技術者会議）を設置し、テーマの深掘り・技術の具体化を行った。
セキュア・プラットフォーム
プロジェクト推進会議

●役割：最高意思決定機関。開発方針・開発計画・開発成
果の審議および下部会議での議決事項の確認
●メンバー：座長、ASET（専務理事、常務理事、部長、課長、
室長、グループリーダ）
●オブザーバ：経産省、再委託先の責任者

セキュア・プラットフォーム
プロジェクト運営会議

セキュア・プラットフォーム
プロジェクト進捗会議
セキュア・プラットフォーム
技術担当者会議
セキュア・プラットフォーム
ASET-NAIST技術会議
セキュア・プラットフォーム
ASET-SCS技術会議

●役割：開発方針・開発計画・開発成果・進捗状況管理の
および下部会議での議決事項の承認
●メンバー：ASET（部長、課長、室長、グループリーダ）
●役割：工程管理、開発方針・開発計画・開発成果等の原
案作成、下部会議での議決事項の承認
●メンバー：ASET（部長、課長、グループリーダ）
●役割：技術課題の検討・調整
●メンバー：ASET（部長、課長、グループリーダ、研究員）
●役割：委託研究全般に関する進捗管理、研究内容に関
する議論
●メンバー：ASET（部長、課長、グループリーダ、研究員）、
奈良先端科学技術大学院大学（NAIST）の再委託従事者
●役割：実証実験全般に関わる管理・調整
●メンバー：ASET（部長、課長、グループリーダ、研究員）、
住商情報システム（SCS)の再委託従事者

図５−２

開発チームの運営

（２）調査・普及チ−ムの運営
奈良先端科学技術大学院大学山口英教授を会長とするセキュア・プラットフォ
ーム推進コンソーシアムを平成19年10月に設立した。発起人は日本電気株式会社、
株式会社日立製作所、富士通株式会社、ASET、JEITAで、事務局をJEITAに設置し
た。コンソーシアムの活動目的は以下とし、最高議決機関の総会の配下に、運営
委員会と３WGを設置して活動した。
・セキュア・プラットフォームに関する情報発信および情報共有
・セキュア・プラットフォームに対するユーザニーズの把握
・セキュア・プラットフォームに対する技術動向および標準化動向の把握
・ユーザニーズならびに技術動向・標準化動向の調査分析結果の開発者への提
供
なお、WG活動への参加については、発起人に限定せず、広く会員募集を行った。
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会長：山口英教授

総 会

重要事項の議決

活動方針を審議し、各WG
の活動内容を確認、承認

(奈良先端科学技術大学院大)

運営委員会

事務局(JEITA)

技術・標準化動向
WG

ユーザニーズ
WG

普及広報WG

セキュア・プラットフォーム
関連の最新の技術・標準化
動向を調査・分析

セキュア・プラットフォーム
に関連するグローバルなユ
ーザニーズを調査・分析

セキュア・プラットフォーム
が幅広く利用されるための
普及広報活動

図５−３
５−３−Ａ

調査・普及チームの運営

資金配分

事業資金は、当初2,471百万円の計画に対し、実績は2,459百万（予定）であっ
た。計画に対して11百万円(約5%)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、技術開発に全体の95%を、調査・普
及に全体の5%を配分した。

技術開発
調査・普及
合計

平成１９年
度
892
45
937

５−４−Ａ

費用対効果

表５−２ 資金配分
平成２０年 平成２１年度
度
（予定）
722
731
38
31
760
762

（単位：百万円）
合計
2,345
114
2,459

IDC Japanの調査(下記出展参照)によれば、国内の多くの企業のCIOは今後の重
点IT投
資領域としてサーバ統合などのインフラ統合を挙げている。したがって安心・安
全なサーバ統合技術を実現するセキュア・プラットフォームの成果は、今後のIT
サービス市場において大きな役割を担うと期待される。やはりIDC Japanによれ
ば、2008年度の国内ITサービス市場は5.2兆円である。
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2009年度の富士通のITサービス・プロダクト事業(ソリューション/SIサービス
、システムプロダクト)の売上高は1.5兆円の見込みであり、2010年度以降も事業
拡大を目指している。
2009年度のNECのITサービス・プロダクト事業の売上高は1.1兆円の見込みであ
り、2010年度以降も事業拡大を目指している。また、中期的には、従来の個別SI
やアウトソーシングを超えた、NECにとっての新しいサービス事業全体で5,000億
円の売上高を計画している。
セキュア・プラットフォームはこれら各社の基幹事業を支える基盤技術である
とともに、セキュア・プラットフォームなしではこれらの事業目標の実現は難し
い。
また、セキュア・プラットフォームの効果は、本事業に直接参加した2社に留
まらず、オープンソースコミュニティへの貢献や仕様の国際標準化を通して、イ
ンフラ統合に取り組む利用企業にも、そのためのソリューションを提供するベン
ダ各社にも、等しく寄与するものである。
出典：
[1] IDC Japan、IT投資動向に関する国内CIO調査結果を発表
http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20090706Apr.html
[2] IDC Japan、国内産業分野別ITサービス市場規模予測を発表
http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20090907Apr.html
さらに、「４−２
説明する。

波及効果」で示した各項目について、以下に費用対効果を

（１）データセンターにおける省エネルギー対策における費用対効果
サーバやストレージが急速に増加している現在、一般に、データセンターにお
けるエネルギーの効率化は、大きな経営課題であり、またグリーンITの実現のた
めに解決しなくてはならない課題である。NECでは、経営システム改革の一環で、
NECおよびグループ会社が利用する基幹業務システムが稼動する社内データセン
ターの構築を進めているとともに、中核事業である、クラウド指向サービスプラ
ットフォームソリューション事業の推進において、多数のデータセンター構築、
運用を進めていく。このような事業状況において、データセンターにおける省エ
ネルギー対策は喫緊の課題である。
本プロジェクトの成果によって課題を解決することにより、サーバ統合が順調
に進めば、2011年にIT投資の4割を消費されると予想されている電力消費を80%削
減することが可能である。従業員規模1,000人以上の大企業の2009年IT投資規模
は6兆3,524億円であるが、コスト削減効果は約2兆円となり、投資額25億円を優
に上回るといえる。
（２）クラウドコンピューティングにおける費用対効果
本プロジェクトは仮想化によるサーバ統合の進展を見越して、それに伴う信頼
性の課題を解決するべく平成19年度に始まった。その後、平成20年になって、ク
ラウドコンピューティングへの関心が全世界で高まったが、これの中核技術の一
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つはまさに仮想化によるサーバ統合であり、本プロジェクトはクラウドコンピュ
ーティングの隆盛に先駆けて、その課題解決に取り組んだと言える。
国内クラウドコンピューティング市場 2013年には1521億円に
IDC Japan, 2009年7月22日
出展：ITmedia, “クラウド市場、年平均25.2％の急成長 企業の現状認識は「不要不急」”
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0907/22/news035.html

ERPソリューション市場におけるSaaS・クラウドコンピューティング市場規模
2016年に1770億円規模に
矢野経済研究所、2009年2月25日
出展：矢野経済研究所、” SaaS・クラウドコンピューティングに関する調査結果2009”
http://www.yano.co.jp/press/press.php/447

国内クラウド関連市場規模 2012年に2,065億円に
ノークリサーチ、2009年8月25日
出展：ノークリサーチ、”国内クラウド関連市場規模の現状と中期予測報告”
http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2009cloud.pdf

Worldwide cloud services revenue 2013年には1,500億ドル超に
Gartner, 2009年3月26日
出展：Gartner, “Gartner Says Worldwide Cloud Services Revenue Will Grow 21.3
Percent in 2009”
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=920712

図５−４

クラウド市場規模予測

クラウド関連の市場規模は様々に予測されているが（図５−４）、国内では平
成24年から25年頃(2012〜2013)には年間1000億円規模との予測が多い。また全世
界では平成25年(2013)には年間1500億ドルに達するという予測がある。この大半
は広告事業であるが、平成20年の実績でみれば10%程度はインフラサービスであ
り、同じ比率で予測すれば、平成25年にはインフラサービスだけで150億ドルに
なる。
このように本プロジェクトは全世界で一兆円、国内でも一千億円に及ぶ市場に
向けた基幹技術の課題を解決するものであり、その効果は投資額25億円を優に上
回ると期待できる。
５−５−Ａ

変化への対応

（１）状況
本プロジェクトでは、開発チームによる技術開発と並行して、セキュア・プラ
ットフォーム推進コンソーシアムでユーザニーズや技術動向の調査を実施した。
ユーザニーズＷＧが実施した国内ユーザ企業へのアンケート調査(有効回答数
：平成19年度252社、平成20年度247社、平成21年度303社)によると、この２年間
で、
・サーバ仮想化技術の導入済みの企業の割合：17.1%から29.4%に増加
・サーバ仮想化技術の検討中／試験中または評価中／導入済みの企業の割合：
44.8%から60.1 %に増加
と、サーバ仮想化に対するユーザニーズは年8%弱で着実に増加している。
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0%

25%

全体
（N＝303）
（H21年度アンケート調査）

全体
（N＝247）
（H20年度アンケート調査）

全体
（N＝252）
（H19年度アンケート調査）

29.4

10.2

23.5

8.9

17.1

6.7

導入している（業務運用中）

図５−５

50%

75%

20.5

35.3

19.0

4.0 0.7

41.3

21.0

試験中または評価中

100%

5.7 1.6

45.2

検討中

7.9

知っているが、特に検討していない

知らない

2.0

無回答

サーバ仮想化技術の導入状況（平成１９・２０・２１年度調査）

導入状況を業種別にみると、「情報サービス業」で導入が若干進んでいるが、
全体的には業種間に大きな偏りはない。従業員規模別にみると、従業員数が多く
なるに従い導入している企業が増えており、1,000名以上の企業では38.8%と高い割
合を示している。300名〜1,000名の中規模企業においても34.9%と比較的高く、仮想
化技術の浸透ぶりが見て取れる。
0%

25%
29.4

全体（Ｎ＝303）

50%

75%

20.5

10.2

100%
35.3

4.0
0.7

35.3

鉱業・建設・製造業（Ｎ＝150）

19.6

販売業（Ｎ＝46）

金融・保険・証券業（Ｎ＝11）

9.1

サービス業（情報サービス）（Ｎ＝24）

導入している（業務運用中）
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23.9

10.4

19.8

17.9

10.7

試験中または評価中

16.7

知っているが、特に検討していない

1.0

6.3

25.0

0.0

5.4

44.6

4.2

検討中

7.3

34.4

21.4

45.8

0.0
0.0

18.8

18.8

0.7

6.5 0.0

39.1

63.6

31.3

サービス業（通信・運輸・電力・ガス）（Ｎ＝16）

1.3

32.7

18.2

27.1

サービス業（全体）（Ｎ＝96）

サービス業（不動産・一般サービス）（Ｎ＝56）

10.9

9.1

20.0

10.0

16.7

知らない

12.5

0.0

4.2

無回答

業種別サーバ仮想化技術の導入状況（平成２１年度調査）
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0%

25%

全体（Ｎ＝303）

29.4

50%

75%

20.5

10.2

100%

35.3

4.0
0.7

12.1

３００名未満（Ｎ＝91）

18.7

7.7

３００〜１０００名未満（Ｎ＝109）

52.7

34.9

8.3

7.7

33.9

20.2

1.1

2.8
0.0

38.8

１０００名以上（Ｎ＝103）

21.4

22.3

14.6

1.9
1.0

導入している（業務運用中）
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試験中または評価中

検討中

知っているが、特に検討していない

知らない

無回答

従業員規模別サーバ仮想化技術の導入状況（平成２１年度調査）

導入済み／試験中または評価中／検討中の企業における「サーバ仮想化技術の
選定理由」の調査結果では、「安定して稼動すること」が80.8%と他の項目に比
べ圧倒的に高い割合を占めている。
0

25

50

動作保証があること

42.9

性能が高いこと

42.3
39.0

サポートが充実していること
販売実績が豊富であること

36.3
31.9

価格が安いこと・無償であること

25.3

機能が豊富なこと

12.1

SIerから勧めれた製品であること

その他
無回答

100
80.8

安定して稼働すること

ハードウェアにバンドルされているので特に気にしていない

75

1.6
4.4
3.3
全 体 （Ｎ＝ 182 ）

図５−８

サーバ仮想化製品の選定理由（平成２１年度調査）

セキュア・プラットフォームに対するニーズは、導入してみたい／導入に興味
・関心のあるユーザの割合は78.9%と非常に高い。仮想サーバ技術に関しては、
性能保障と部分故障隔離への期待が高く、「サーバ仮想化製品の選定理由」と同
じく「安定した稼働」が望まれている。統合アクセス制御技術に関しては、ID管
理とアクセス制御実施・監査ログ出力等へのニーズが高く、運用に際してのIDの
維持・更新・監査が求められている。
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（％）

0%

全体（Ｎ＝303）

３００名未満（Ｎ＝91）

25%

13.2

75%

100%

65.7

11.0

３００〜１０００名未満（Ｎ＝109）

１０００名以上（Ｎ＝103）

50%

56.9

10.7

8.3

11.0

8.7

74.8

3.3

7.7

14.3

65.9

17.4

7.6

10.2

1.1

6.4

3.9
1.9

導入してみたいと思う

図５−９

導入するかどうかは検討が必要だが、興味・関心はある

あまり興味・関心はない

よくわからない

無回答

セキュア・プラットフォームに対するニーズ（平成２１年度調査）

以上から、本プロジェクトの成果に対するユーザの期待度は高く、本プロジェ
クトの事業目標は市場から支持されていると考える。
また、技術・標準化動向WGでは、市販製品・オープンソースソフトとセキュア
・プラットフォーム開発技術との技術比較を行い、セキュア・プラットフォーム
開発技術の方がこれらより優位にあることを確認した。
（２）状況変化への対応
セキュア・プラットフォームの直接の開発対象技術ではないが、サーバ仮想化
技術の導入おいては、ライブマイグレーション機能がユーザから特に期待されて
いることが判明した。この期待に応えるため、最終年度の開発項目の１つとして、
ライブマイグレーション5対応を追加し、ライブマイグレーションによってゲスト
OSが別の物理サーバに移動してもセキュア・プラットフォームが動作継続できる
ようにした。
また、今後のＩＴ産業の主潮流となるクラウドコンピューティングについても
技術・標準化動向WGで調査し、セキュア・プラットフォームはその基盤技術とし
て組込まれる要の技術であり、今後も継続して強化すべき技術であることを確認
した。

5

ライブマイグレーション：稼動中のゲストOSを停止することなく、異なる物理サーバ上に移行する
技術。物理サーバの定期保守や物理サーバ間の負荷調整等に利用される。
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Ｂ 次世代回路アーキテクチャ技術開発事業（プロジェクト）
１−Ｂ 事業の目的・政策的位置付け
１−１−Ｂ 事業の目的
半導体プロセスの微細化に伴い、集積回路の作動に影響を及ぼす種々の障害が顕在
化して来ている。これらに対する対策として物理特性、メカニズムをモデル化し、集
積回路が正しく作動するための新しい回路アーキテクチャの創生という設計側面から
の解決が必要になってきている。
このような状況において、テクノロジーノード６５ｎｍ以細のプロセスにおいて高
性能、低消費電力、高信頼性を供えたシステムLSIを実現する回路アーキテクチャのア
イデアを大学などから公募し、その中から優れたものを試作評価してその活用を促進
することにより、学を含めて半導体の設計力を永続的に強化し、我が国の半導体業界
ならびにそのユーザとなる主要産業の国際競争力を高めることを目的とする。
なおH20年、H21年に於いては、電気漏洩対策、低電圧におけるノイズ対策に関する
技術に注力して開発を行う。
１−２−Ｂ 政策的位置付け
半導体集積回路はあらゆる機器に組み込まれ、社会システムにおけるIT化の進展や、
通信機器、自動車、情報家電など我が国の主要産業の国際競争力に必要不可欠な状況に
なっている。
半導体分野の技術戦略マップ２００９（図１）では、あすかプロジェクトに代表される
技術基盤としての半導体の微細化、低消費電力化、積層化の事業をSelete/STARCが中心
となって実施しているが、更に国際競争に打ち勝つために回路アーキテクチャの創生に
より日本の半導体業界を強化する目的で本事業を大学、産業界と連携して行う必要があ
ると位置付けている。
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図１．半導体分野の導入シナリオ

次世代回路アーキテク
チャ技術開発事業

出所：技術戦略マップ２００９
１−３−Ｂ

国の関与の必要性

半導体集積回路はテクノロジーノードが６５ｎｍの微細化技術が実用化されつつあ
り、次世代回路アーキテクチャ技術は、半導体メーカーでの対策的な技術開発のみでは
解決しきれていない状況である。
ここで豊かな発想による柔軟性のある研究開発能力を持つ大学、公的研究機関、そして
ベンチャー企業などにその開発の活力があるが、その研究開発は、実際の微細化技術に
よる半導体集積回路で検証し、その有効性、課題などを明らかにしつつ研究開発の充実
化が必要であるものの、半導体集積回路の施策実験には多大な経費が必要である。そこ
115

で国は国際競争力の源泉となっている半導体技術開発を積極的に支援し、産官学が協力
して回路アーキテクチャの創生に取り組む必要である。
２−Ｂ 研究開発目標
２−１−Ｂ 研究開発目標
本事業は、半導体テクノロジーノード65nm以細の集積回路における半導体集積回路
の電気漏えい対策、低電圧化に対応するノイズ対策に関し、これらの物理特性、メカ
ニズムのモデル化、集積回路が正しく作動するための新しい回路アーキテクチャを創
出し、その活用を促進することを目標とする。
創出に際しては、日本国内の大学、公的研究機関、ベンチャー企業を対象に次の課
題に関する技術研究テーマを募集する。
（ア）デジタル・アナログ混載の半導体集積回路に関するもの
（イ）１Ｖ以下の電圧で作動するアナログ回路に関するもの
（ウ）その他実施者が必要と考える６５ｎｍ以細の集積回路の問題に関するもの
図2‑1に本事業で解決すべき課題を示す。図に示すように、微細化された半導体集
積回路の省電力、デジタル・アナログ混載、低電圧アナログ/高速安定動作、ディペ
ンダブル設計を回路アーキテクチャで解決する。

デバイス・回路微細化の課題
微細化において、低電圧高速安定動作や省電力、高効率冗長機能、多機能動作を
保障するDependable設計等を効果的に実現する革新的回路ｱｰｷﾃｸﾁｬが必要。
情報家電、モバイル、車載、カード、などに於ける

社会ニーズ
実現すべき仕様

【 高機能、エコ・省エネ、安全・信頼性 】
【 高機能（多機能､高性能)、低消費電力、安全・高信頼性、低コスト 】
【Combining SoC／多種プロセスChip SiPなど】

【 微細化 】

実現手段

（本スキーム対象外）

＜デバイス微細化の課題＞
解決すべき
技術課題

【低電圧化】

【特性ばらつき増】

２−２−Ｂ
２−３−Ｂ

【発熱・温度変動】

Dependable、低リーク、均一性

【電源変動】

【動作ノイズ】

【リーク（パワー）増】
【デバイスの信頼性低下】

革新的
イノベーション
創出

＜微細プロセスを使った高機能化の課題＞
【テスタビリティ低下】

【チップ間通信量増】

【回路動作マージン減少】

【出荷品質低下】

省電力､ﾃﾞｼﾞｱﾅ混載､低電圧ｱﾅﾛｸﾞ/高速安定動作､

Dependable

図2‑1本事業で解決すべき課題
プロセス・材料開発で解決
回路アーキテクチャで解決

全体の目標設定
個別要素技術の目標設定

技術研究テーマの募集にあたり、研究者が自らの研究テーマとの関連付けをし易く
するため、表2‑1に示す募集技術研究テーマ (個別技術テーマ) ガイドを設けた。各
個別技術テーマ毎の目標及び設定理由を表2‑2に示す。
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表2‑1
募集技術研究テーマ(個別技術テーマ)ガイド
<研究テーマ分類>
<具体例>
① 大規模・低電圧・デジタルアナログ a)ノイズ伝播経路のモデル化とそれに
混載の半導体集積回路に関する回路 よるノイズの制御に関する回路アーキ
アーキテクチャ
テクチャ（デジタルアナログ混載チッ
プにおけるディジタルノイズの伝播、
など）
② 低電圧（1V以下）での高速・安定動 b)大規模論理回路のノイズマージン補
作を容易にする回路アーキテクチャ 正に関するモデル化と回路アーキテク
チャ（ノイズマージンの均一化）
③ 低電圧化に対応するノイズ対策と
d)特性ばらつきのモデル化と特性ばら
して今後重要化すると考えられる右 つき制御に関する回路アーキテクチャ
記d)、e)、f)、g)に関する回路アー （ノイズ耐性向上のための周辺条件コ
キテクチャ
ントロール）
e)ディペンダブル（耐故障性）設計に
関する回路アーキテクチャ（ノイズに
伴う動作マージンの減少やその経年変
化に対する故障耐性の強化）
f)多種機能オンチップ化に関する回路
アーキテクチャ（センサ等のオンチッ
プ化で必要になるノイズ対策）
g)100GHz帯での回路構成素子のモデル
化とそれによるRF回路に関する回路ア
ーキテクチャ（高周波動作領域を含む
ノイズ対策）
④ 半導体集積回路を形成する素子の
c)リーク電流の増大による消費電力増
リーク電流制御の方式に関する回路 加を制御する回路アーキテクチャ(基
アーキテクチャ
板電圧制御方式など)
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表2‑2

個別技術テーマ毎の目標及び設定理由

テーマガイド(要素技術)
①大規模・低電圧・デジタル
アナログ混載の半導体集積
回路に関する回路アーキテ
クチャ
②低電圧（1V以下）での高
速・安定動作を容易にする回
路アーキテクチャ

目標・指標
妥当性・設定理由・根拠等
1‑1)低電圧アナログ回路 ・単一電源SoCを実現させるた
技術、デジタルアナログ めには、1.0V動作SoCに搭載可
混載技術の開発
能な低電圧動作アナログ回路
が必要
2‑1)ロジック回路技術、 ・低電圧動作を容易にさせるた
信号伝送回路技術の開発 めには、従来高電圧で動作して
いた信号伝送回路の低電圧化
が必要
③低電圧化に対応するノイズ 3‑1)特性ばらつきのモデ ・耐ノイズ性を向上させ回路動
作マージンを確保する設計に
対策に関する回路アーキテ ル化/制御の開発
は、高精度なばらつきモデルが
クチャ
必要
3‑2)ディペンダブル回路 ・低電圧でもノイズ等による誤
技術の開発
動作を起こさせないためには、
誤動作を修復する機能等の高
信頼性回路設計が必要
3‑3)多機能オンチップイ ・高解像なイメージャを実現さ
メージャ/センサ回路の せるためには、低電圧化・画素
開発
面積縮小に伴い増大するノイ
ズの影響を抑える回路アーキ
テクチャが必要
3‑4)高周波RF回路技術の ・低電圧化のためには、従来の
開発
BiCMOSから動作電圧の低い低
コストなCMOS‑ RF回路が必要
④半導体集積回路を形成する 4‑1)リーク電流制御回路 ・バッテリーによる長時間動作
LSIの実現させるためには、低
素子のリーク電流制御の方 の開発
式に関する回路アーキテク
リーク電流回路が必要
チャ
本事業では、目標達成度を測定・判断する手段として創出した回路アーキテクチャが
今後の企業による製品化に寄与する可能性を実活用的観点と知見の2次元評価で行う
(詳細は３章参照)。
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３−B 成果、目標の達成度
３−１−Ｂ 成果
３−１−１‑B 全体成果
目標の達成度は、試作検証を行った29件の技術開発テーマを
実活用的観点 、及
び 知見 の2元評価で行う事で実施した。ここで知見とは、研究/開発を通して得られ
た次に生かせる新たな技術的な知識であって、今後の課題解決のヒントとなりうるもの
の事を言う。評価結果を表3‑1に示す。
表3‑1

実活用的観点

評価A
(実活用を期待でき
る)
評価B
(今後の参考になる)
評価C
(現段階では判断困
難)

評価結果

０件
(一部達成)

１件
(達成)

９件
(達成度大)

１件
(一部達成)

５件
(達成)

６件
(達成)

３件
(未達成)

１件
(一部達成)

３件
(一部達成)

評価c
(現段階では判
断困難)

評価b
(今後の参考に
なる)
知見

評価a
(多くの知見が
得られる)

目標を達成したテーマは、 実活用的観点 及び 知見 においていずれも今後の参
考になる以上の評価(Aa,Ab,Ba,Bb)の21件である。特に評価Aaの9件は達成度大である。
また、目標を一部達成したテーマは、 実活用的観点
知見 のいずれかが今後の参
考になる評価(Ac,Bc,Ca,Cb)の5件である。一方、 実活用的観点
知見 のいずれも
現段階では判断困難(Cc)の3件は測定上の障害などにより未達成である。
３−１−２−Ｂ

個別要素技術成果

2008年度に試作検証を行った個別技術テーマの一覧を表3‑2に示す。研究テーマ分
類別にカウントすると、③の低電圧化に対応するノイズ対策として今後重要になる
と考えられるものが18件と最も多く、次いで②の低電圧(1V以下)での高速･安定動作
の容易化に関わるものが6件、①の大規模･低電圧･デジタルアナログ混載回路に関す
るものが3件、④の素子のリーク電流制御の方式に関するものが2件と続く。このよ
うに、研究テーマ分類ごとの件数には多寡があるものの、65nm以細で解決すべきも
のとして掲げた技術研究テーマの全域がカバーされた。
表3‑2．研究テーマ別成果報告一覧
研究テーマ分類
技術開発テーマ名(番号：テーマ)
① 大規模・低電圧・デジ ACD08̲014：アナログ・デジタル混載システム
タルアナログ混載の半導
LSIのためのダイナミック内部状
体集積回路に関する回路
態モニタの開発
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評価*
Aa

アーキテクチャ

ACD08̲019：変調ドメイン信号処理技術を適用
した超低電圧動作アナデジ融合
Cc
【3件】
回路
ACD08̲023：バックグラウンド・デジタル補正
を用いた超低電力ΔΣＡＤ変換
Aa
器
② 低電圧（1V以下）での ACD08̲004：低電力動的リコンフィギャラブル
Aa
高速・安定動作を容易に
プロセッサMuCCRA‑3
する回路アーキテクチャ ACD08̲008：3次元システム集積のための超低
消費電力チップ間インタフェー
Aa
【6件】
ス
ACD08̲020：貫通電極を用いた三次元高速クロ
Ba
ック分配回路
ACD08̲029：ゲート単位局所同期機構を有しチ
ップ動作環境の動的変動などに
Bb
よる動作エラーをゲート単位で
検出可能な論理回路
ACD08̲031：動的データレート可変自己同期型
Bc
高速シリアル通信方式
ACD08̲103：マルチPE コアプロセッサの試作
Bb
③ 低電圧化に対応するノイズ対策として今後重要化すると考えられるd)、e)、
f)、g)に関する回路アーキテクチャ
【18件】
d) 特性ばらつきの ACD08̲009：自律的な性能補償を目的とした
モデル化と特性ば
オンチップばらつきモニタ回
Bb
らつき制御に関す
路の試作
る回路アーキテク
ACD08̲018：耐製造ばらつきにむけたトラン
チャ（ノイズ耐性向
ジスタモデルHiSIMを用いた回
Ab
上のための周辺条
路特性の予測と回路シミュレ
件コントロール）
ーション手法の開発
ACD08̲028：温度拡散速度を利用した温度セ
Cc
ンサーに関する検討
ACD08̲030：トランジスタのばらつきを利用
Cb
したチップＩＤに関する検討
ACD08̲101：特性ばらつきや経年劣化を克服
Aa
する回路方式の検討
ACD08̲106：統計的ばらつきの数式モデル化
のためのばらつき要因分離・抽
Aa
出回路の試作
e) ディペンダブル ACD08̲105：Hot Swap 機構を備えた耐故障再
（耐故障性）設計に
構成アーキテクチャ
Bb
関する回路アーキ
テクチャ（ノイズに ACD08̲107：高信頼性LSI のためのディペン
伴う動作マージン
Aa
ダブルSRAM
の減少やその経年
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変化に対する故障
耐性の強化）
f) 多種機能オンチ
ップ化に関する回
路アーキテクチャ
センサ等のオンチ
ップ化で必要にな
るノイズ対策）

ACD08̲022：バイオアプリケーション向け超
高解像度オンチップバイオイ
メージセンサ技術の検討 ‑in
Ca
vitro 機能実証用チップにおけ
る電気的漏洩の検証
ACD08̲025：高密度フォトセンサによる細菌
Ca
検出手法の研究
ACD08̲032：高性能イメージセンサーシステ
Cc
ムの実現
ACD08̲104：フルオンチップワイヤレスセン
サノードに向けたオンチップ
Ca
太陽電池の高性能化指針とス
ケーラビリティの解明
ACD08̲108：RF‑CMOS テクノロジを用いたラ
Ba
ジカルセンサチップ
g) 100GHz帯での
ACD08̲003：小面積化・広帯域UWB用LNAの試
Ba
回路構成素子のモ
作
デル化とそれによ
ACD08̲006：準ミリ波帯を利用した超高速デ
るRF回路に関する
ータ通信用低電力UWBトランシ
Aa
回路アーキテクチ
ーバ
ャ
ACD08̲021：アレー・アンテナによる電力合
（高周波動作領域
成、ビーム形成を容易に制御で
Aa
を含むノイズ対策）
きるアンテナ一体型ミリ波帯
CMOS‑RF回路の試作、評価
ACD08̲024：ミリ波帯CMOSトランシーバ実現
に向けた要素回路の試作、及び
Ba
65nmプロセスにおけるMOSFET
と伝送線路のモデリング
ACD08̲102：高速UWB信号復調のための等価サ
Ba
ンプリング回路
ACD08̲002：ランタイム・パワーゲーティン
④ 半導体集積回路を形
グを適用した低消費電力CPUコ
Bb
成する素子のリーク電流
ア
制御の方式に関する回路
ACD08̲026：ばらつき、環境変動を許容する
アーキテクチャ
サブスレッショルド回路の試
Ba
【2件】
作
＊ 評価欄の Xx は、Xは実活用的観点での評価(A､B､C)、xは知見での評価(a､b､c)を表
す。
個別技術開発成果概要
2008年度｢回路アーキテクチャ技術開発事業｣において試作検証した全29件の個別
技術開発成果の概要を表3‑3に示す。この内容は、成果開示の最初の段階として、同
事業の委託先である(株)半導体理工学研究センターのホームページ(項目4‑1の(2)
参照)にも掲載されている。
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表3‑3．個別技術開発成果
No.
1

個別技術開発成果
2008年度
ACD08̲014

アナログ・デジタル混載システムLSI のためのダイナミック
内部状態モニタの開発

募集研究テーマ：①大規模・低電圧・デジタルアナログ混載LSI
技術分野 ：アナログ（アナログ・デジタル混載システムLSI )
開発回路アーキテクチャ：
■アナログ・デジタル混載システムLSI におけるオンチップ・ダイナミック内部状態モニタ
・アナログ波形を検出するプロービングフロントエンド
(PFE)、アナログ波形をディジタイズする波形取得
機構(WAK)、およびシステムを統合するマイクロ
コントローラ(uC)からなる内部状態モニタ回路。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■アナログ入力-デジタル出力の波形取得
・1MHzの正弦波入力,電圧分解能1mV,時間分解能
10psの設定で、1 データポイントあたり126 ミリ秒の
スループットで波形を取得。
・システム全体の線形性は、およそ8bit 程度を達成
できている。

2

2008年度
ACD08̲019

試作チップレイアウト

変調ドメイン信号処理技術を適用した超低電圧動作アナデジ
融合回路

募集研究テーマ：① 大規模・低電圧・デジタルアナログ混載 LSI
技術分野 ：アナログ（超低電力・高精度 AD 変換器)
開発回路アーキテクチャ：
■超低電圧で動作する 3bitΔΣAD 変換器
・ダイナミックレンジ(DR)を拡大する変調ドメイン信号
処理技術(DeltAMP)とAD 変換器の高精度化回路
アーキテクチャである量子化誤差フィードバック技術を
融合し超低電圧動作を実現。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■3bitΔΣAD 変換器(シミュレーション結果)
・電源電圧1.2V,信号帯域100kHz,入力差動信号振幅
480mVpp,入力信号周波数8.5449kHz,クロック周波数
10MHz，オーバーサンプリング比 50において， SNDRは
81.3dB,消費電力は458uWであり従来技術より消費電力
を半減している。高周波領域におけるノイズシェーピング
のスロープは40dB/dec。
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試作チップ写真

3

2008年度
ACD08̲023

バックグラウンド・デジタル補正を用いた超低電力ΔΣＡＤ変換器

募集研究テーマ：①大規模・低電圧・デジタルアナログ混載LSI
技術分野 ：アナログ （超低電力ΔΣＡＤ変換器)
開発回路アーキテクチャ：
■連続値フィルタ(CT)型のΔΣＡＤ変換器(ADC)に，デジタル補正技術を搭載し，電力効率の
高い広帯域変換性能を実現
・積分器はアクティブRC型+gm-C型で積分容量と並列接続される容量アレイにより時定数を
補正。
・量子化器は4bitのフラッシュ型を採用しデジタル技術によりしきい値を補正。
・DACは4bitの電流セル方式を採用しバックグラウンド補正により電流値を補正。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■ΔΣＡＤ変換器
・電源電圧１.4Ｖ，電源電流 3.4mA で信号帯域:
10ＭＨｚ，クロック周波数:300ＭＨｚの変換動作
を実現。

試作チップ写真

4

2008年度
ACD08̲004

低電力動的リコンフィギャラブルプロセッサMuCCRA-3

募集研究テーマ：②低電圧での高速・安定動作
技術分野 ：ロジック （動的リコンフィギャラブルプロセッサ)
開発回路アーキテクチャ：
■PE(Processor Element)アレイおよびPE の構成法を工夫し低電力化を実現
・直接接続とSE(Switching Element)経由のネットワークを組み合わせることで、データ転送の
電力を節約した。
・PE 外からデータの変動を外部に出さないため、出力データを必ずレジスタに格納する。この
ことにより、データの格納に1 クロック要するがデータパスの変動が遠隔PE に伝わることが
なくなる。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■低電力を実現
・電源電圧1.2Vでアプリケーションを実行し電力を
測定、約0.6mWであった。これは0.13umのDSP
より200倍、0.18umのリコンフィギャラブルプロセ
ッサの30倍の電力効率であった。
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試作チップレイアウト

5

2008年度
ACD08̲029

ゲート単位局所同期機構を有しチップ動作環境の動的変動など
による動作エラーをゲート単位で検出可能な論理回路

募集研究テーマ：②低電圧での高速・安定動作
技術分野 ：ロジック（局所同期機能を有するFPGA)
開発回路アーキテクチャ：
■局所同期機能を有するデュアルパイプラインアーキテクチャのFPGA
・一つのブロックは、プログラム用の8bitSRAM付の3入力局所同期LUT(SSLUT)と、局所同期
スイッチボックス(SSSB)で構成。
・デュアルパイプラインアーキテクチャにより
プリチャージ時間を短縮。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■スループット時間の短縮
・電源電圧1.2V,32ANDゲートチェーンで647MHz、
3bitリップルキャリーアダーで430MHzのスルー
プット。
・消費電力は、32ANDゲートチェーンにて
0.642pJ/block/cycleであった。

試作チップ写真

6

2008年度
ACD08̲103

マルチPE コアプロセッサの試作

募集研究テーマ：②低電圧での高速・安定動作
技術分野 ：ロジック（マルチパフォーマンスプロセッサ)
開発回路アーキテクチャ：
■電圧・周波数切替のオーバーヘッドが小さいマルチパフォーマンスプロセッサ
・同一の命令セットアーキテクチャを持つが異なる消費エネルギー特性と動作特性を持つPE
コアをプロセッサコア内に複数搭載し、状況に応じて適切なPE(Processor Element)を稼動
させる。
・キャッシュメモリやローカルメモリはPE間で共有。
・PEを切替えることによりソフトウェアからは１つのPEが動的にその性能と消費エネルギーを
変更しながら動作しているように見える。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■電圧・周波数切替時間短縮
・稼働するキャッシュウェイの切り替えは
500ナノ秒以下、PE コアの切り替えは
約１μ秒で実現。
・切替時に消費するエネルギーは10nJ以下。

マルチPEコアプロセッサ
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7

2008年度
ACD08̲008

3 次元システム集積のための超低消費電力チップ間
インタフェース

募集研究テーマ：②低電圧での高速・安定動作
技術分野 ：信号伝送（積層チップ間インタフェース)
開発回路アーキテクチャ：
■誘導・容量結合ハイブリッド通信回路アーキテクチャ
・通信方式はデータ遷移時にのみパルスを送信する、NRZ 信号を採用する。誘導結合
チャネルと、容量結合チャネルのそれぞれでデータ伝送を行い、2bit ずつ送信を行う。
・誘導結合と容量結合で電荷を共有して電力削減を
実現する。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■消費電力の削減
・1Gbps のトグルデータ(01010101…の周期信号)
での消費電力は26fJ/bit(送信器回路14fJ/bit、
受信機回路12fJ/bit)であり、現在報告されている
積層チップ間の最小消費電力65fJ/bitの約1/3で
ある。

測定セットアップ

8

2008年度
ACD08̲020

貫通電極を用いた三次元高速クロック分配回路

募集研究テーマ：②低電圧での高速・安定動作
技術分野 ：信号伝送（３次元チップ積層のクロック分配)
開発回路アーキテクチャ：
■定在波発振回路を三次元チップ積層に応用した超高周波クロック分配回路
・インダクタ負荷を両端に有する伝送路に定在波共振を起こすことで周波数と位相の揃った
クロックを分配する。
・クロック分配網全体が単一周波数で共振するように補正し
あって動作するため雑音耐性に強く，周波数とスキューの
揃ったクロックがチップ平面に分配できる。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■クロックスキュー低減
・発振周波数5.6GHz のクロック波形を確認。クロックバッファ
出力におけるジッタ量はRMS値(実効値:自乗平均の平方根)
が882.5fs，Peak-to-Peak値が5.40ps。
・クロックスキューは6ps、消費電力は13.25mW，１ノード当た
り3.31mW 。この時の電源電圧は0.5V。
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試作チップ写真

9

2008年度
ACD08̲031

動的データレート可変自己同期型高速シリアル通信方式

募集研究テーマ：②低電圧での高速・安定動作
技術分野 ：信号伝送（高速インタフェイス回路)
開発回路アーキテクチャ：
■グローバルには非同期で、局所的には同期式で通信を行うGALS方式を採用した動的
データレート可変自己同期型高速チップ内・チップ間通信用3 線3 相伝送方式シリアル
インターフェイス
・3 線3 相伝送方式は自己同期伝送方式であるため、送信
データの各ビットに同期信号が内在し、PLLやDLLを含む
CDR回路が不要であり、設計マージンが大きく、高速化
に適しているとともに回路規模・消費電力が小さいことが
特徴

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■高速通信(シミュレーション結果)
・データ転送レート8Gbpsで良好なEYEパターンが得られて
いる。

試作チップ写真

10

2008年度
ACD08̲009

自律的な性能補償を目的としたオンチップばらつきモニタ回路の
試作

募集研究テーマ：③̲d)ノイズ対策(特性ばらつきのモデル化/制御)
技術分野 ：デバイス/回路基本特性（耐ばらつき設計)
開発回路アーキテクチャ：
■製造ばらつき、環境変動のセンシング技術の開発
・デコーダやセレクタ、複数種類のRO(Ring Oscillator)で構成される ばらつきセンサブロックを
規則的に敷き詰め、ランダム成分除去可能段数や空間的相関成分を評価。
・NMOS/PMOS のW を変則的に変えたRO の発振結果を
用いて、NMOS/PMOS のばらつきを分離する。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■ばらつき評価
・RO 発振周波数はインバータばらつき箇所に関わらず同じ
ばらつき特性を示すが、Duty 比は観測点直前のインバー
タばらつきの影響を強く受ける事が分った。

試作チップ写真
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11

2008年度
ACD08̲018

耐製造ばらつきにむけたトランジスタモデルHiSIM を用いた
回路特性の予測と回路シミュレーション手法の開発

募集研究テーマ：③̲d)ノイズ対策(特性ばらつきのモデル化/制御)
技術分野 ：デバイス/回路基本特性（VLSI 回路設計の動作シミュレーション)
開発回路アーキテクチャ：
■次世代コンパクトトランジスタモデルHiSIM を用いて、
①デバイスパラメータばらつきのモデル化、
②回路特性ばらつき予測を用いた設計手法を開発し、
その解決を図る。
・ペアトランジスタ(単体MOS として基準パラメータ抽出にも
利用)、MOS アレイ(ばらつきの距離依存性)、リングオシレ
ータ、FeedBack Coupling 回路をTEG として作成し測定。
・ばらつきモデル検証のために、低電圧動作回路を含む
SRAM を搭載。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■HiSIMモデルを用いたばらつきモデル
・ばらつきを含めたHiSIMモデルのフィッティング。
・逆短チャネル効果のHiSIMモデルでの再現を確認。

12

2008年度
ACD08̲028

試作チップレイアウト

温度拡散速度を利用した温度センサーに関する検討

募集研究テーマ：③̲d)ノイズ対策(特性ばらつきのモデル化/制御)
技術分野 ：デバイス/回路基本特性（動的動作制御用の温度センサー回路)
開発回路アーキテクチャ：
■プロセス変動の影響を受けにくく温度検出精度の高い温度拡散速度を利用した温度センサー
・シリコン基板と金属配線との熱電能の違いを利用した熱電対を用いて2 点間の熱起電力の
位相差を測定し、その熱拡散速度を求めることで、シリコン
基板そのものの温度を測定。
・位相差読み出し部分はフルデジタルで構成。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■自立的かつ動的にLSI の動作状態を制御
・LSI の内部状態を常に観測し、その観測結果に応じて自立
的かつ動的にLSI の動作状態を制御することでLSI の誤動
作の防止、待機電力の削減が可能となる。

試作チップレイアウト
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13

2008年度
ACD08̲030

トランジスタのばらつきを利用したチップＩＤに関する検討

募集研究テーマ：③̲d)ノイズ対策(特性ばらつきのモデル化/制御)
技術分野 ：デバイス/回路基本特性（チップID回路)
開発回路アーキテクチャ：
■トランジスタ製造プロセスで生じるトランジスタ特性のランダムなばらつきを利用することに
よって、チップID を生成する回路
・ばらつきを利用したチップID生成回路として、
①抵抗破壊型チップID生成回路
②負荷容量破壊型チップID生成回路
③SRAM自己破壊型チップID生成回路
を設計。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■ばらつきを利用したチップID生成回路
・特別なプロセスを用いず、同一のマスクレイ
アウトを用いるため、低いコストでチップIDを
生成することが出来る。

試作チップレイアウト

14

2008年度
ACD08̲101

特性ばらつきや経年劣化を克服する回路方式の検討

募集研究テーマ：③̲d)ノイズ対策(特性ばらつきのモデル化/制御)
技術分野 ：デバイス/回路基本特性（ばらつき,特性劣化量の評価)
開発回路アーキテクチャ：
■安定的な低電圧動作を保障するため、実際のばらつきや特性劣化量を評価
・以下の評価回路を試作/評価。
①回路特性(トランジスタ特性)のばらつきを評価する回路
②回路特性(トランジスタ及び配線)のばらつきを評価する
回路
③製造プロセス変動量を診断するための回路
④トランジスタ特性の経年劣化を評価する回路

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■ばらつきや特性劣化量の補償技術の開発
・トランジスタ特性のばらつきを評価することにより、基板バイ
アスを調節し、0.6V の順方向バイアスで+30%、0.6V の逆方
向バイアスで-20%の動作速度調節が可能である。

試作チップレイアウト

128

15

2008年度
ACD08̲106

統計的ばらつきの数式モデル化のためのばらつき要因分離・
抽出回路の試作

募集研究テーマ：③̲d)ノイズ対策(特性ばらつきのモデル化/制御)
技術分野 ：デバイス/回路基本特性（ばらつきモデル)
開発回路アーキテクチャ：
■トランジスタ特性ばらつき測定回路
・Ioff、Ion、ゲート電流、閾値電圧等の基本トランジスタ特性のばらつきを評価するために、
0.06μm〜0.19μmの5 種類のゲート長をそれぞれ256 素子、合計1280 素子を配置した
トランジスタアレー 回路を設計。
■閾値電圧バラツキ測定MiniArray 回路
・比較器をアレー状に並べ、そのオフセット電圧を測定する
ばらつき情報の取得回路Miniarray を開発。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■トランジスタ特性ばらつき測定回路
・飽和領域からサブスレッシュホールド領域の正常測定動
作を 確認。サブスレッシュホールド領域の電流測定精度
は10pA 以下であることを 実証。
・本モニタ回路は、スクライブ領域や実製品チップのいずれ
トランジスタアレーレイアウト
にも搭載可能。
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2008年度
ACD08̲105

Hot Swap 機構を備えた耐故障再構成アーキテクチャ

募集研究テーマ：③̲e)ノイズ対策(ディペンダブル設計)
技術分野 ：ロジック（耐故障性を高めたリコンフィギャラブルLSI)
開発回路アーキテクチャ：
■システムを休止させることなく特性が劣化した回路を予防的に排除することを可能とする
リコンフィギャラブルアーキテクチャ
・使用中の回路をスペア(待機系)回路とHot Swap(活線挿抜)することが可能であり、かつシス
テムの動作中にスペア回路の自己診断を行うことが
可能である。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■耐故障性を高めたリコンフィギャラブルアーキテク
チャ
・スペアの実装により主に初期不良や経年変化など
に頑強なシステムが構築できる。
・アプリケーションをマッピングする際、要求される信
頼性に応じて各クラスタ内のスペアの比率を自由
に選択することができ、これにより信頼性とコストの
トレードオフが可能となる。
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試作チップレイアウトと実装ボード

17

2008年度
ACD08̲107

高信頼性LSI のためのディペンダブルSRAM

募集研究テーマ：③̲e)ノイズ対策(ディペンダブル設計)
技術分野 ：メモリ（ディペンダブルSRAM)
開発回路アーキテクチャ：
■低電源電圧においてノイズマージンを 維持し，高信頼性を実現する 7T/14Tディペンダブル
SRAM
・7T/14T ディペンダブルメモリセルは１ビットのデータを １つのメモリセルに記憶する7T通常
モードと，１ビットのデータを隣接する２つのメモリセルに記憶する14T 高信頼性モードの
動的な切替えが可能。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■ディペンダブルSRAM
・従来6Tメモリセル(1Mb)最低動作電圧約
0.82Vが、14Tメモリセル(512Kb)では
0.58Vと0.24V改善。
・14T メモリセルは7T メモリセルに対して
も同様に0.18V の最低動作電圧の改善
が見られ、動作モードの切替えによる
動的な動作信頼性の改善を実現した。
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2008年度
ACD08̲022

試作チップ 写真

バイオアプリケーション向け超高解像度オンチップバイオイメージセンサ技術
の検討 -in vitro 機能実証用チップにおける電気的漏洩の検証

募集研究テーマ：③̲f)ノイズ対策(多種機能オンチップ化)
技術分野 ：イメージャ/センサ（フォトダイオード)
開発回路アーキテクチャ：
■65nmプロセスによるCMOSイメージセンサアーキテクチャ
・65nmプロセスのトランジスタ特性による画像取得のための回路アーキテクチャを、パルス変調
方式を含め検討。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■フォトダイオード特性
・感度は10-4A/Wと通常のイメージセンサプロセスで
得られる感度より2桁程度低い。
・分光感度では、従来プロセスより短波長、特に近
紫外をカバーしておりバイオイメージング用途など
には好都合な特性。
■パルス変調方式
・パルス変調方式(PWM)画素の機能が正常に動作
しており、PWM方式が有効であることを確認。
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試作チップ写真
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2008年度
ACD08̲025

高密度フォトセンサによる細菌検出手法の研究

募集研究テーマ：③̲f)ノイズ対策(多種機能オンチップ化)
技術分野 ：イメージャ/センサ（フォトセンサ)
開発回路アーキテクチャ：
■高密度フォトセンサを利用した腸内細菌検出手法
・65nmプロセスを利用しフォトサイズを細菌のサイズ(0.3〜5um)に近づけ細菌検出を可能と
する。
・3Tr型のAPS (アクティブピクセルセンサ)を3種、4Tr型の
APSを1種のフォトセンサアレイを1種設計。
・チップ外において暗電流成分を除去し、信号成分のみ
を複数回積分することで、長時間露光と等価な処理が
実施できるようにした。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■フォトセンサ感度
・最も感度の良い3Tr型APSで4.412mV/lux-sであり、
イメージセンサプロセスの10-3〜10-4 程度である。
・暗電流成分をフレームメモリなど外部回路で除去する
事で、細菌検出は不可能でない感触を得た。
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2008年度
ACD08̲032

試作チップレイアウト

高性能イメージセンサーシステムの実現

募集研究テーマ：③̲f)ノイズ対策(多種機能オンチップ化)
技術分野 ：イメージャ/センサ（イメージセンサ)
開発回路アーキテクチャ：
■高機能なスマートイメージセンサの実現
・ ピクセル内２値化することによる、感度の劣化の抑制と、
広ダイナミックレンジ化。
・ ピクセル中で検波を行うことで、微弱な変調光源からの信号を
高感度で取得。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■ピクセル中での検波
・カウンタを制御することで、通常の蓄積モードによるピクセル
値の読み出し、および、on-off 制御を行った光と、それに同期
した信号の入力による同期検波が可能となる。
・ピクセル回路が大きく面積効率が著しく悪くなるため、複数の
フォトダイオードでピクセル回路を共有する手法を取っている。

ピクセルレイアウト
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2008年度
ACD08̲104

フルオンチップワイヤレスセンサノードに向けたオンチップ太陽
電池の高性能化指針とスケーラビリティの解明

募集研究テーマ：③̲f)ノイズ対策(多種機能オンチップ化)
技術分野 ：イメージャ/センサ（オンチップ太陽電池)
開発回路アーキテクチャ：
■オンチップ太陽電池の高性能化指針とスケーラビリティの解明
・65nm CMOSプロセスを用いて、レイアウトやpn接合の種類を変化させ、オンチップ太陽電池
の性能限界・出力電圧変動を評価し、高性能化指針を明らかにする。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■オンチップ太陽電池
・試作した6 種類の太陽電池のうち発電量が最大
なのは、3.3VのnMOS型であり、発電量は
24400luxにおいて0.36μW/mm2であった。
・180nmCMOS太陽電池では、発電量は24400lux
において3.75μW/mm2であった。これは65nm
CMOS太陽電池の10 倍に相当する。
・発電量は「3.3Vトランジスタ＞1.8Vトランジスタ
＞1.2Vトランジスタ」の関係にあり、トランジスタ
の微細化と共に減少する。
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2008年度
ACD08̲108

太陽電池のチップ写真

RF-CMOS テクノロジを用いたラジカルセンサチップ

募集研究テーマ：③̲f)ノイズ対策(多種機能オンチップ化)
技術分野 ：イメージャ/センサ（ラジカルセンサ)
開発回路アーキテクチャ：
■電子スピン共鳴法(ESR)を測定原理として利用したラジカルセンサの試作
・ラジカルを検出するプローブとしてチップ上のマイクロインダクタを利用し、マイクロインダクタ
のインダクタンス変化をESR 信号として、透磁率の変化を検出する。
・CMOS 65nm テクノロジにより、高い自己共振周波数とQ 値を持つパッシブ素子を使用して、
広帯域で高感度なESR 信号検出回路を設計。
・本試作では、500MHz - 1GHz の高周波磁場の位相変化を検出する方式の回路2 種と、
953MHz(RF-ID)の電力損失を検出する方式の回路1 種を設計。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■ラジカルセンサ
・標準ラジカルとして使用されているDPPH(1.1-diphenyl2-plcrylhydrazy) およびTEMPOL(2,2,6,6-tetramethyl4-piperidinol-1-oxyl)を使用して評価を行った結果、LNA
をインピーダンス変化の検出に使用した電力損失検出
方式の回路により、チップ上の1012(spin)個以下の分子
の検出が可能であることが示された。
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試作チップ写真
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2008年度
ACD08̲003

小面積化・広帯域UWB 用LNA の試作

募集研究テーマ：③̲g)ノイズ対策(GHz帯RF回路)
技術分野 ：RF（LNA(低雑音増幅器))
開発回路アーキテクチャ：
■3.1GHz〜10.6GHz 帯を利用するUltra Wide Band(UWB) 用の低雑音増幅器（LNA）を4種設計
・相補型入力段とアクティブフィードバックを用いた広帯域インダクタレスLNA(試作回路1)
・ゲート接地増幅段を負帰還に用いた低電圧動作広帯域インダクタレスLNA(試作回路2)
・フィードバック整合型広帯域インダクタレスノイズキャンセルLNA(試作回路3)
・ゲート接地型入力段を用いた広帯域インダクタレスノイズキャンセルLNA(試作回路4)

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■試作回路3
・S11<-10dBの動作周波数1.0-5.3GHz 、電力利得14.4-5.3dB、
雑音指数4.0-5.6dB 、占有面積0.0117mm2、消費電力15.4mW
■試作回路4
・S11<-10dBの動作周波数1.0-4.0GHz 、電力利得15.4-5.1dB、
雑音指数3.6-5.9dB 、占有面積0.0099mm2 、消費電力15.1mW
■試作回路1-4共、従来のインダクタレスLNAと比較して電力利得
と消費電力が勝っている。
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2008年度
ACD08̲006

試作チップレイアウト

準ミリ波帯を利用した超高速データ通信用低電力UWB
トランシーバ

募集研究テーマ：③̲g)ノイズ対策(GHz帯RF回路)
技術分野 ：RF（トランシーバ)
開発回路アーキテクチャ：
■数10cm 程度の至近距離における機器間の超高速低電力無線データ転送
・通信距離を数10cm 程度とし、次世代の高速シリアル伝送規格(USB3.0 等)すら無線で実現
できる4Gbps 程度の通信速度を低電力で実現する回路アーキテクチャ。
・15-21GHz 帯(中心周波数18GHz)で動作可能な送信器を設計。
・局部発振器＋アップコンバージョン・ミキサの構成をとることとした。ただし、データ伝送はバー
スト的に送信し、局部発振器系のオン・オフの切り
替えを即座に行う事でデータ伝送を行わない場合
の電力を削減。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■超高速低電力無線データ転送
・最大データレート4Gbps が確認され、そのときの消費
電力は61mW であった。
・PLL のフェーズ・ノイズの測定結果は、100MHz離調
で-106 dBc/Hz、1GHz 離調で-122dBc/Hz。
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2.25Gbpsでのアイ･パターン
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2008年度
ACD08̲021

アレー・アンテナによる電力合成、ビーム形成を容易に制御できる
アンテナ一体型ミリ波帯CMOS-RF 回路の試作、評価

募集研究テーマ：③̲g)ノイズ対策(GHz帯RF回路)
技術分野 ：RF（ミリ波帯プログラムブル移相器)
開発回路アーキテクチャ：
■フェーズド・アレー・システムのキー･デバイスの一つであるミリ波帯プログラムブル移相器の
試作、検証
・オンチップの誘導性伝送線路により周長が一波長のループを形成し、さらに、基準波入力位
置に対して、π/4の位置にキャパシタを挿入することで、進行波共振器を構成する。進行波が
ループ上を回るため、位相分解能に応じた箇所に複数の
タップを設け、スイッチでタップのon/offを制御して、プログ
ラム移相器を実現する。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■プログラムブル移相器
・試作結果は、周波数(22.5-23.5GHz)、位相分解能(９°
(40steps))、消費電力(4.8mW)、チップ占有面積(0.64mm2)
とすべての点で、従来技術を凌駕している。

試作チップ写真
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2008年度
ACD08̲024

ミリ波帯CMOS トランシーバ実現に向けた要素回路の試作、
及び65nm プロセスにおけるMOSFET と伝送線路のモデリング

募集研究テーマ：③̲g)ノイズ対策(GHz帯RF回路)
技術分野 ：RF（トランシーバ)
開発回路アーキテクチャ：
■Dバンド要素回路のモデリングとミリ波帯での電圧制御回路
・Dバンド(110GHz-170GHz)での無線通信に必要な電圧制御器として115ＧＨｚのVCO、40ＧＨｚ
のインジェクションロックリングオシレータ (ILRO)の試作，評価。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■Dバンド要素回路のモデリングとミリ波帯での電圧制御回路
・VCOは1.2V-0.6Vの電圧で113.6GHz-118.8GHzの発
振周波数を得た。0.7V時の消費電流は6.2mA、1.2V
時の出力電力は-2.5dBm、0.7V時の1MHzオフセット
の位相ノイズは-85.3dBc/Hzであった。
・ILROは0.4GHz-40GHzの周波数で発振、最大周波数
は40.29GHz、標準偏差は0.18であった。0.4Vと1.2V
の消費電力はそれぞれ74uW、11.29mWであった。

115GHzバラクータレスVCO
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2008年度
ACD08̲102

高速UWB 信号復調のための等価サンプリング回路

募集研究テーマ：③̲g)ノイズ対策(GHz帯RF回路)
技術分野 ：RF（等価サンプリング回路)
開発回路アーキテクチャ：
■乳がん検出システムに用いる3 GHzガウシアンモノサイクルパルス(GMP)をサンプリング可能
な、32Gsa/s等価時間ADC
・開発したADCは乳がん検出システムで使用。乳がん検出システムは、3 GHzGMP 生成回路
で生成した信号をパワーアンプで増幅、広帯域アンテナアレイで送受信を行う。乳がんで反射
された受信波形は低ノイズアンプで増幅後、等価時間サンプリング方式を用いてアナログ/
デジタル変換を行う。デジタル化された信号波形を用いて共焦点画像処理を行い、胸部内画
像を構成する。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■32Gsa/s等価時間ADC
・参照クロック125 MHｚ、内部発振周波数2GHzで、
VCO の単位遅延素子は31.25 ps（〜32GHz）の
遅延を生成する。この時、ジッタσ=8.05psを得た。
T/H回路は、250MHzで動作することを確認した。

28

2008年度
ACD08̲002

試作チップ写真

ランタイム・パワーゲーティングを適用した低消費電力CPUコア

募集研究テーマ：④リーク電流制御方式
技術分野 ：ロジック（モバイル用SoC，組込みプロセッサ)
開発回路アーキテクチャ：
■ランタイム・パワーゲーティングを適用したCPUコア
・CPUコア内の4つの演算器(ALU,シフタ,乗算器,除算器)をそれぞれ独立にパワーゲーティング
制御することでリーク電力を削減する。
■リークモニタ
・パワースイッチがオフした後の仮想グランド線の電圧上昇速度を検知してリークの多寡を
判定する。

本回路アーキテクチャを用いた効果：
■ランタイム・パワーゲーティングによる電力削減率
・室温で17%、75℃で24%削減
・アプリケーションプログラムを走らせた場合、80℃で
24%削減
■リークモニタ回路の分解能
・２５℃で1.3nA，８５℃で25.6nAの分解能で検出
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試作チップレイアウト
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2008年度
ACD08̲026

ばらつき、環境変動を許容するサブスレッショルド回路の試作

募集研究テーマ：④リーク電流制御方式
技術分野 ：デバイス/回路基本特性 （低電圧設計)
開発回路アーキテクチャ：
■製造ばらつきや環境変動を許容できるサブスレッシ
ョルド回路向けの回路アーキテクチャ、設計技術の
開発
・タイミング余裕警告フリップフロップにより検出した、
製造ばらつきや環境変動を基板電位の調整にフィー
ドバックし性能変動を補償。

本回路アーキテクチャを用いた効果：

試作チップ写真

■350mV 程度の電源電圧での動作確認
・32-bit Kogge-Stone 加算回路を題材とし、基板電位の適応的な選択によって、製造ばらつき
の違いや動作温度の変化を吸収し、350mV 程度の電源電圧で、要求速度を満足して動作
することを確認した。
■消費電力の削減
・適応的に性能補償を行うことによりワーストケース設計に比べて消費電力を46%削減した。
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３−１−３−Ｂ
（１）学会発表

学会発表状況等

学会での論文発表は、著名な国際固体回路学会ESSCIRC(European Solid‑State
Circuit Conference)，A‑SSCC(Asian Solid‑State Circuits Conference)等を含め現
在までに8件行われている。 (表3‑4参照)
表3‑4

論文
発表

論文、投稿、発表、特許リスト
題目・メディア等
学会：IEEE Symposium on Low‑Power and High‑Speed Chips
(略称：ERSA'09)
テーマ："Low power techniques for reconfigurable devices
focusing on
dynamically reconfigurable processors"
発表者：Hideharu Amano (Keio University, Japan)
学会：電子情報通信学会/リコンフィギャラブルシステム研究専
門委員会
テーマ："動的リコンフィギャラブルプロセッサMuCCRA‑3の実機
評価"
発表者：安田好宏、齊藤貴樹、佐野 徹、加東 勝、天野英晴（慶
大）
学会：The International Conference Engineering of
Reconfigurable System and Algorithms 2009
テーマ："A Real Chip Evaluation of MuCCRA‑3: A Low Power
Dynamically Reconfigurable Processor Array"
発表者：Yoshiki Saito, Toru Sano, Masaru Kato, Vasutan
Tunbunheng, Yoshihiro Yasuda, Hideharu Amano (Keio
University, Japan)
学会：19th International Conference on Field Programmable
Logic and Applications (FPL2009)
テーマ："Hot‑Swapping Architecture Extension for Mitigation
of Permanent Functional Unit Faults"
発表者：Zoltan Endre Rakosi, Masayuki Hiromoto, Hiroyuki
Ochi(Kyoto University), and Yukihiro
Nakamura(Ritsumeikan University)
学会：情報処理学会 DAシンポジウム2009
テーマ："遅延モニタ回路によるプロセス変動量の推定"
発表者：Islam A.K.M. Mahfuzul、土谷 亮、小林和淑、小野寺
秀俊
（京都大学）
学会：CICC(Custom Integrated Circuits Conference) 2009
テーマ："Adaptive Performance Compensation with In‑Situ
Timing Error
Prediction for Subthreshold Circuits"
発表者：Hiroshi Fuketa, Masanori Hashimoto, Yukio Mitsuyama,
Takao Onoye(Osaka University)
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時期

2009.4

2009.5

2009.7

2009.8

2009.8

2009.9

学会：ESSCIRC (European Solid‑State Circuit Conference) 2009
テーマ："647 MHz, 0.642pJ/block/cycle 65nm Self Synchronous
FPGA"
2009.9
発表者：Benjamin Devlin, Jeong MyeongGyu, Toru Nakura, Makoto
Ikeda and Kunihiro Asada (University of Tokyo)
学会：A‑SSCC (Asian Solid‑State Circuits Conference) 2009
テーマ："On Die Parameter Extraction from Path‑Delay
Measurements"
発表者：Tomoyuki Takahashi, Takumi Uezono, Kazuya Masu (Tokyo 2009.11
Institute of Technology, Japan), Michihiro Shintani
(Semiconductor Technology Academic Research Center, Japan),
Takashi Sato (Kyoto University, Japan)
（２）技術動向調査
(1) 技術動向調査の目的
技術動向調査の目的は、65nm以細の集積回路におけるリーク、低電圧化に対するノ
イズ対策等技術的な調査項目の他に、今後これらの技術が社会の要請により実現すべ
き市場動向等の調査も実施した。このため、広く国内外の回路技術関連の学会等に参
加し、次に3項目を重点として調査した。
①先端回路技術
｢次世代回路アーキテクチャ技術開発｣が実用化研究として適切であることを客観
的に検証出来るように、国内外の回路技術関係の学会に参加し、先端技術の調査を
行う。
②アナログ関連技術
次世代回路アーキテクチャの中でも、特に今後のSoC性能を決定する要因になると
思われるアナログ関連技術(アナログ回路方式、アナログ/デジタル混載回路方式、
及びアナログに関するモデル化やEDA設計技術等)を調査する。
③プロジェクト管理関連
本プロジェクト｢次世代回路アーキテクチャ技術開発｣を推進するにあたり、回路技
術と製品化の関係や、プロジェクトの推進方法等、マネジメント的な観点からの調
査も実施する。
(2) 技術動向調査対象学会
本プロジェクト開始後、海外2件以上、国内4件以上を目標に、適切な学会を選択し
た結果、次の海外3件、国内5件につき報告した。
①海外
･ ICCAD 2008 （International Conference on Computer‑Aided Design2008)
2008年11月、 米国/San Jose市
･ IP08 (IP Based Electronic System Conference & Exhibition 2008、 従来はIP‑SOC
と略称)
2008年12月、 フランス/グルノーブル市
･ISSCC 2009 (IEEE International Solid‑State Circuits Conference 2009)
2008年2月、 米国/San Francisco市
②国内
･ SoC製品事例研究セミナ 〜SoC製品事例に学ぶ AV･通信の設計技術〜
2008年10月、 横浜市
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･ A‑SSCC 2008 (IEEE ASIAN Solid‑State Circuits Conference 2008)
2008年11月、 福岡市
･ Digitally Assisted Analog and RF Circuits Design
2008年11月、 東京都
･ SoC製品事例研究セミナ 〜SoC製品事例に学ぶ低消費電力設計技術〜
2008年11月、 横浜市
･ シリコンシーベルトサミット福岡
2009年2月、 福岡市
(3) 技術動向調査分析
先に分類した ①先端回路技術、 ②アナログ関連技術、 ③プロジェクト管理関連
に分け、今回の動向調査で明らかになった点を分析する。
①先端回路技術
(ⅰ) 回路構成用デバイスは当面CMOSが主流
学会講演のデバイス別統計でもCMOSが90%以上を占めるが、微細化されたCMOSデ
バイスの登場とともに、更に高性能分野で、従来の高速デバイスであるGaAs や
Bi‑CMOSを駆逐しつつある。この背景には、CMOSデバイス自身が持つ低電力特性の
他に、高集積化や周辺回路との接続性の良さから、製造コスト低減が容易であり、
今後ともこの傾向は続くものと思われる。
(ⅱ) 低電力化はシステム的な考え方も重要 (無線通信技術の適用例)
従来の回路技術の低電力化の方法は、電源電圧を下げたり、複数の閾値のトラン
ジスタを組み合わせたり等の工夫が一般的であり、低電力化のトレード･オフとし
て、スピードや面積等に影響が出る場合が多かった。これは、同じ回路技術の範囲
で工夫した結果であり、物理的な制約のために超えられない壁に突き当たっている。
しかし、発想を変えれば、困難な部分回路の低電力化に苦労するより、システム全
体の構成物を低電力化出来るものに置き換えるという手法がある。その例として、
無線通信技術を適用し、従来の有線通信技術を適用した場合と比較し、消費電力を
1/30と、飛躍的に低減した例がある。半導体製造技術の進歩にともない、SoCも大
規模化し、様々な要素回路を搭載可能になった現在、低消費電力を実現する手段と
して、システム的な発想で実現する方法は、新たな傾向と思われる。
(ⅲ)新たな応用分野と注目される医療分野
ISSCCやA‑SSCCは回路技術を中心とする学会であるが、ISSCC 2009では"Medical"、
A‑SSCC 2008では、"Electronics for Health"セッションが設けられた。これらの
実態は、数十cm の近距離無線技術と組み合わせた生体測定回路や、バイオセンサ
である。これらは、回路技術としては特別なものではなく、体内での測定や通信に
特化した低電力/小型化された回路技術の成果であると同時に、人類の共通の関心
事である医療発展を目的として、研究のモチベーションを高めている。最近、半導
体回路技術は多方面に応用されているのにも拘わらず、コモディティ技術として表
面出でることは無い存在であったが、応用分野を特定し、明確な目標を掲げ回路技
術によるイノベーション提案は新たな傾向である。
②アナログ関連技術
(ⅰ) デジタル設計的手法によるアナログ回路のSoCへの混載設計手法
SoC の大規模化/多機能化に対応して、デジタルSoC の設計メソドロジも進歩を
続けている。しかし、多機能化により、アナログ回路が多く含まれると、設計メソ
ロジで扱えなく領域が増え、一貫したチップ設計が難しくなる。このため、アナロ
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グ回路を可能な限り、デジタル設計的手法で置き換える工夫がされている。これら
に関する、ここ数年にわたる画期的な回路技術の粋を説明したのが "Digitally
Assisted Analog and RF Circuits Design 。しかしながら、これらの方法は特定
の課題に対して、適切な対処方法を提示した例であり、アナログ技術全般への一般
的な解決手法を提示したものではないこの点は、デジタル分野と異なり、アナログ
分野の設計方法の難しさである。
しかし、デジタル設計的手法によるアナログ回路設計方法の工夫は、様々な場所
で絶えず行われている。最近のISSCC 2009や A‑SSCC 2008においても、この分野で
の論文は多い。
(ⅱ) 未だ充分でないアナログ用EDA設計技術
･ ICCAD 2008
ICCCADは著名なEDA設計技術の学会であるが、その中でアナログ分野の低消費
電力、アナログ回路合成関連を中心に調査した。アナログを題材としてはいるが、
回路シミュレータの高速化、アナログ回路モデルの最適化、消費電力の見積法、
消費電力低減手段のパワー･ゲート制御法、回路合成/圧縮法、ノイズ解析法等、
多岐の課題についての発表があり、コンセプトを提示しシミュレーションによる
証明というのが一般的な方法である。このため、試作による実証には至っていな
い。また、アナログを含むSoC設計フローという観点では、扱う課題が部分的な
範囲に留まっており、この先の展開を予測するには不充分な状況と思われる。
③プロジェクト管理関連
(ⅰ)SoC製品事例調査
日本国内で開発されたSoC製品に、どの様な回路技術が適用されたのかを、2つの
ケースにつき調査した。
･ アナログ回路を含むマルチメディア/通信用SoC
開発の現場では、確かなSoC設計フローとしてのデジタルSoC設計フローに、
アナログ回路を如何に適用すべきかと言う課題に直面している。このため、可
能な限り現在の設計技術で扱えるようチップの構成やアナログ回路の工夫を
しており、国内の開発現場でも、②(1)と同じ工夫が実施されているようだ。
･ 低消費電力設計技術
低消費電力化については、新しい様々な工夫はあるものの、製品化を前提と
した企業の開発現場では確実な低電力化技術が採用されている。その低電力化
の鉄則は4つあり、
(i) クロックや電源供給をカットすることで無駄な動作を極力セーブ
(ii) 消費電力の少ない要素回路を選択
(iii) トランジスタの基盤バイアスを制御
(iv) ばらつきの結果性能に余裕のある側を低速化
であり、開発製品の特性に合わせて選択、または組み合わせて実現している。
この4条件に加え、新たな高信頼で確実な設計手法が望まれる。
(ⅱ) シリコンシーベルトサミット福岡による市場動向調査
技術動向を含む広い視点での市場動向を掌握する一つの機会として参加。今年
はMore Mooreに加えて動きが拡大しつつあるMore than Moore の方向、さらに
Beyond Mooreの研究動向や新分野開拓の紹介等、現時点の動向から予測される今
後の方向をポジティブに意識して設定されており、非常に興味深く、また元気づ
けられる内容となっていた。特に、次の2点が本サミットから得られたメッセージ
と思われる。
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･ 次世代回路アーキテクチャ技術の動向としてMore than Mooreの方向を意識
することが必要。
･ 大学などの能力活用を重要な前提に置く次世代回路アーキテクチャ技術開
発事業の位置づけは、今後の企業が取るべき他文化との連携の一端として積
極的に推進されるべきもの。
(ⅲ) コンソーシアムの役割 〜Crolles2の例
2002年にSTMicroelectronics社、 Philip社、 Motorola社の3社で設立した
Crolles2は、2007年までの5年間に90nmから45nmプロセスを開発し、その役割を終
えつつある。現在、これら3社(後継社を含む)は、世界的な半導体業界再編の中で、
別々の陣営に属しており、Crolles2の成果は限定的なものかもしれない。
３−２−Ｂ 目標の達成度
テーマガイド（要素技術）の「目標・指標」毎の目標達成度を表3‑5に示す。21件の
要素技術テーマで目標を達成した。
表3‑5

テーマガイド（要素技術）の「目標・指標」毎の達成度
未達成
達成度大 達成 一部達成
目標・指標

1‑1)低電圧アナログ回路技術、デ
ジ
タルアナログ混載技術の開
発
2‑1)ロジック回路技術、信号伝送
回路技術の開発
3‑1)特性ばらつきのモデル化/制
御の開発

２件

3‑2)ディペンダブル回路技術の開
発
3‑3)多機能オンチップイメージャ
/
センサ回路の開発
3‑4)高周波RF回路技術の開発
4‑1)リーク電流制御回路の開発
合計

１件

２件

３件

１件

２件

２件

１件

１件

１件

１件
１件

３件

１件

３件
２件
１２件

５件

３件

２件
９件
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表3‑6に、目標を達成した２１件の成果を示す。表3‑7に目標が一部達成/未達成の原因
分析を示す。
表3‑6目標達成テーマの成果
表の「No」は「目標・指標」の項目番号
No.
テーマ番号
1‑1) 【ACD08̲014】

評価：達成度大
【ACD08̲023】

評価：達成度大
2‑1) 【ACD08̲004】

評価：達成度大
【ACD08̲008】

評価：達成度大
【ACD08̲020】

評価：達成
【ACD08̲029】

評価：達成
【ACD08̲103】

要素技術テーマ名
成果
アナログ・デジタル混載 アナログ･デジタル混載LSIの内部状況を
システムLSIのためのダ モニタする事によりチップ内でノイズ等
イナミック内部状態モ の誤動作要因の自動補正が可能となり、
ニタの開発
高信頼性や性能向上に寄与。
バックグラウンド・デジ デジタル回路技術で補正を行う事によ
タル補正を用いた超低 り、音声/画像等のアナログ信号を高分解
電力ΔΣＡＤ変換器
能でデジタル化するアナログデジタル変
換器の低電力化を実現。低電力モバイル
AV家電に寄与。
低電力動的リコンフィ LSIのパターン変更を行わずに動的に論
ギャラブルプロセッサ 理変更が行える動的リコンフィギャラブ
MuCCRA‑3
ルプロセッサの低電力化を実現。論理の
変更の度にLSIを設計する必要がないた
め短TATなシステム設計、少量生産品の活
用による高性能な製品設計が可能。
3 次元システム集積の 複数LSIを1チップ化したSiP(System in
ための超低消費電力チ Package)においてチップ間の信号伝送を
ップ間インタフェース 誘電･容量結合で行い超低消費電力化を
実現。従来高電力を要していた信号伝送
を低電力で行う事が出来る様になり携帯
電話等のモバイル家電の低電力化が可
能。
貫通電極を用いた三次 複数LSIを1チップ化したSiP(System in
元高速クロック分配回 Package)において定在波発振回路を用い
路
る事によりそれぞれのチップにスキュー
の揃ったクロックを分配する事を実現。
システムのクロックスキューを抑える事
が出来、システムの安定動作に寄与。
ゲート単位局所同期機 システム全体では非同期だが,局所的に
構を有しチップ動作環 は同期して消費電力を抑制する方式を
境の動的変動などによ FPGA(Field Programmable Gate Array)に
る動作エラーをゲート て検証。クロック動作で消費する電力を
単位で検出可能な論理 非同期回路により抑え、低消費電力安定
回路
動作に寄与。
マルチPE コアプロセッ 同一の命令セットアーキテクチャを持つ
サの試作
が異なる消費エネルギー特性と動作特性
を持つPE(Processor Element)コアをプロ
セッサコア内に複数搭載し、状況に応じ
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て適切なPEを稼動させたプロセッサ。電
圧・周波数の切替のオーバーヘッドを抑
え、高速且つ低電力化を実現。

評価：達成
3‑1) 【ACD08̲101】

特性ばらつきや経年劣 安定的な低電圧動作を保障するため、実
化を克服する回路方式 際のばらつきや特性劣化量を評価。多様
の検討
なばらつきの要因分離と、その回路スピ
ードへの影響等の検証が実施されてお
評価：達成度大
り、回路動作マージンを考慮した設計に
寄与。
【ACD08̲106】 統計的ばらつきの数式 精度よく素子のばらつきを測定する抽出
モデル化のためのばら 回路を開発。抽出した素子ばらつきより
つき要因分離・抽出回路 高精度な数式モデルを構築。本モデルに
の試作
より微細低電圧LSI全般で回路動作マー
ジンを考慮した回路設計が可能となり、
評価：達成度大
その恩恵は大。
【ACD08̲018】

評価：達成
【ACD08̲009】

耐製造ばらつきにむけ 次世代コンパクトモデルHiSIM
たトランジスタモデル (Hiroshima‑university STARC IGFET
HiSIMを用いた回路特性 Model)をベースにした精度の良いばらつ
の予測と回路シミュレ きモデルを構築。精度の良いトランジス
ーション手法の開発
タモデルを用いる事は、高精度な回路シ
ミュレーションを実現するために必須。
自律的な性能補償を目
的としたオンチップば
らつきモニタ回路の試
作

トランジスタの定数を変則的に変化させ
NMOS/PMOSのばらつきの要因を分離評価。
トランジスタ種毎に要因分析したばらつ
きモデルが構築出来るので、回路動作マ
ージンを考慮した設計に寄与。

評価：達成
3‑2) 【ACD08̲107】

高信頼性LSI のための １個の情報を２つのメモリセルに保持す
ディペンダブルSRAM
る事により実現した高信頼SRAM。１個の
情報を１つのメモリセルに保持する動作
モードを合わせて持ち、高信頼精と高密
評価：達成度大
度の両立を実現。マイコン,SoC等ほとん
どのLSIにSRAMは搭載されており、広く信
頼性の向上に寄与。
【ACD08̲105】 Hot Swap 機構を備えた LSIのパターン変更を行わずに動的に論
耐故障再構成アーキテ 理変更が行える動的リコンフィギャラブ
クチャ
ルプロセッサにおいて、特性が劣化した
回路を自己診断してスペア回路に置き換
えることにより高信頼性を実現。リコン
フィギャラブルプロセッサは少量生産品
等に使われており、本技術によりシステ
評価：達成
ムが高信頼性化。
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3‑3) 【ACD08̲108】

評価：達成

RF‑CMOS テクノロジを ラジカルセンサは化学物質の種の同定と
用いたラジカルセンサ 濃度の測定が可能であり、環境汚染物質
チップ
の検出等応用分野は広い。ラジカルを検
出するプローブとしてチップ上のマイク
ロインダクタのインダクタンス変化を検
出する事で、ラジカルセンサのオンチッ
プ化を実現。

3‑4) 【ACD08̲006】

準ミリ波帯を利用した 高速化のために数10cm程度に通信距離を
超高速データ通信用低 絞り、また低電圧化のためにデータ転送
電力UWBトランシーバ を行わないときは発振器をオフする事に
より実現した超高速且つ低電力な
UWB(Ultra Wide Band) トランシーバ。至
近距離にある機器間を超高速(~4Gb/s)で
評価：達成度大
データ通信可能。
【ACD08̲021】 アレー・アンテナによる 軍事応用などで古くから実績のある大掛
電力合成、ビーム形成を かりなフェーズドアレイアンテナシステ
容易に制御できるアン ム技術をミリ波帯域で超小型化し、微弱
テナ一体型ミリ波帯
信号，電力伝送を可能とした。家庭内無
CMOS‑RF回路の試作、評 線通信（PAN:Personal Area Network)を
評価：達成度大 価
はじめとしたミリ波帯域通信の実現促進
に寄与。
【ACD08̲003】 小面積化・広帯域UWB用 大きな面積を占めるインダクタを使用し
LNAの試作
ない小面積のLNA(Low Noise Amplifier)
を実現。本回路が使われるUWB(Ultra Wide
Band)帯の無線通信は、近距離、低電力が
特徴であり、家庭内無線通信
評価：達成
（PAN:Personal Area Network)の実現手
段。
【ACD08̲024】 ミリ波帯CMOSトランシ 100GHzを超えるミリ波帯での無線通信に
ーバ実現に向けた要素 必要なVCO(Voltage Controlled
回路の試作、及び65nm Oscillator) 及び発振器を開発。 100GHz
プロセスにおける
を超えるミリ波帯を用いた高速データ通
評価：達成 MOSFETと伝送線路のモ 信で必須の技術。
デリング
【ACD08̲102】 高速UWB信号復調のため 乳がん検出システムに使用する等価サン
の等価サンプリング回 プリング回路を開発。 本回路は、1 ‑ 10
路
GHz のマイクロ波を用いた乳がん検出シ
評価：達成
ステムの反射波を受信する部分。
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4‑1) 【ACD08̲026】

評価：達成
【ACD08̲002】

評価：達成

ばらつき、環境変動を許 MOSトランジスタを極低消費電力で安定
容するサブスレッショ 動作するサブスレショルド回路を実現。
ルド回路の試作
生体埋め込み機器等バッテリ交換が不要
なほど超低消費電力が要求される分野に
有効。
ランタイム・パワーゲー CPUの電流を削減する方法として、動作し
ティングを適用した低 ていない回路ブロックに電力を供給しな
消費電力CPUコア
いパワーゲーティングが実用化されてい
るが、更に回路ブロック内の演算器単位
で電力供給を制御し低電流化を実現。

表3‑7

一部達成/未達成の原因分析

一部達成/未達成要因 件数
原因
技術的に難しい
３件 ・多層配線、ダミーパターンの影響で、光がイメージャ/
太陽電池素子まで届かず所望の感度が得られず(３件とも)
設計ノウハウ不足
３件 ・静電破壊が発生し信号がLSI内部に入らず(１件)
・PAD間隔が小さく測定が困難(１件)
・素子破壊を利用した回路であったが素子が壊れず(１件)
現時点原因不明
２件 ・原因解明中(２件)
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４−Ｂ 事業化、波及効果
４−１−B 事業化の見通し、シナリオ
（１）事業化の見通し
本事業成果の事業化に関しては、成果の利用主体が委託先(半導体理工学研究セン
ター)ではなく、半導体企業やベンチャー、半導体のアプリ分野の企業などであるこ
とが特徴である。従って、本事業成果の実活用に向けては、まず、利用主体である企
業やベンチャーに広く成果を知らしめる必要があり、このため、上記委託先では、本
事業成果をデータベース化し、そのホームページを利用して本事業成果の普及と活用
に向けた機会の提供を継続する。一方、利用主体側には、技術が価値を生むビジネス
モデルの創出と合わせて、開発のさらなる効率化に向けて本事業成果を積極的に活用
することが期待される。そして、これらの間に好循環が引き出されれば、従来からの
課題である学界と産業界との間に存在する研究から事業化へのギャップ(Death
Valley：図4‑1)が緩和され、産学連携文化を社会基盤として醸成してゆくことができ
る。それが本事業の意図するところである。
現状は、本事業を利用した大学の先端研究成果が蓄積されつつあるが、次の段階で
は、利用主体である企業やベンチャーの製品戦略に、これらの研究成果が如何に展開
されるかが課題となる。
最終的なゴールは、国内研究者の開発成果が、短期間に事業化されることであり、
今後は利用主体への本事業の普及活動が重要である。

大学の知

効果を実証
実活用化
微細化に向けた研究は

検討

試作検証必須

実活用視点の提言
特定の研究テーマ

個別共同研究

図4‑1．事業化の考え方
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事業

テーマを選定

試作検証で

各社・
製品開発

競争力になる

活用戦略による成果の牽引

研究

先端研究群

次世代
製品開発

Death Valley

（２）事業化のシナリオ
本事業の成果を利用主体である企業やベンチャーが活用し易くするために、研究成果
をデータベース化し、活用が容易な状態で利用主体に提供して実活用の促進を図る。
促進化は、次の4ステップの手順で実施する。
Step1．技術概要(カタログ)の開示
(1) 個々の試作検証案件の成果報告概要をまとめ(これをカタログと称す)、回路技
術の概要を提示する．
主要掲載項目： 機能、仕様、適用分野、特徴、ブロック図、特性概要に限定す
る。詳細な回路図やレイアウト図等、知財に関わる技術の詳細
部分は掲載せず。
(2)カタログを掲載しているWebへのアクセス制限は設けない。
Step2．カタログ閲覧者への、より詳細な技術内容(試作検証結果報告書)の開示
(1)詳細情報開示希望者は、先ずWebの問い合わせ窓口をアクセスする。
(2)詳細情報開示希望者に対し、申請登録の手続きを行う。
(3)開示目的に照らし合わせ、開示先、利用方法が適切かを判断する。
(4)適切であれば、詳細技術内容を送付する。 ここで、詳細技術内容とは、研究協
力者からの試作検証結果報告書を示す。
Step3．研究成果活用計画の提出とNDA締結
(1)研究者へのアクセス
研究者への知財(詳細設計データ(レイアウトパターン等)や詳細測定評価結果
等)にアクセスを希望する際には、開示要求者から研究成果活用計画書を提出し
てもらう。
(2)NDA締結
・計画の具体性を検討し、実活用が可能と思われるものについて、研究者に開示
要求が有ることを伝える。
・研究者の合意が得られ次第、研究者と開示要求者間でNDA締結を促す。
Step4．実活用進捗状況フォロー
・研究者と開示要求者間のNDA締結後、開示要求者に半年毎に計画の進行状況をフ
ォローし、実活用化の進捗を確認する。
また、平成20年度の成果については、Step1と併行して、利用主体として想定いて
いる企業･ベンチャー向けに、2つの方法で研究成果の公開を進めている。
Webによる成果公開
平成21年9月、ＨＰに、研究成果公開ページの掲載を開始した。本プロジェクト
の技術研究テーマの成果の概要(表3‑2の内容を掲載)を、一般公開、現在2008年度
のテーマのうち21件を掲載中。残り8件は、学会発表後公開予定。今後、平成21年
度以降の成果報告も追加掲載してゆく。http://www.starc‑ckt.net/
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STARCホームページ TOP

図4-2．成果公開ページの構成

バナー
バナー

http://www.starc-ckt.net/
｢次世代回路アーキテクチャ技術開発事業｣研究成果公開ページ
TOP
サイト内pdf文書の検索機能

詳細情報の問い合わせは,ここから
(問い合わせフォームへリンク)

カタログの年度別,分野別分類

次に、研究成果公開Web開設(2008年9月2日)後の閲覧状況を示す。
・ 閲覧ページ数は、図4‑3に示すように、開設当初のピークを除き、一定のレベルで
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推移している。統計を分析すると
閲覧者数：15名/日、閲覧1回あたりのコンテンツのダウンロード数：1.01件/回
・ 機関別の閲覧者内訳(図4‑4)では、研究成果の利用主体と想定しているSTARCクラ
イアント（半導体１０社）とその他の国内企業で約3/4を占める。
Web公開開始後4ヶ月であるが、企業側の閲覧が多いのは期待通りである。今後、掲載コ
ンテンツを追加し、新規回路技術のデータベース化を図る。
1 日あたりの閲覧者数
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図4‑3．閲覧ページ数の推移
閲覧者内訳
プロバイダ
(自宅等),
271人, 17%
海外企業,
25人, 2%
官公庁,
16人, 1%

STARC
クライアント,
941人, 57%

大学,
104人, 6%

国内企業,
278人, 17%

図4‑4．機関別閲覧者内訳
半導体企業向け成果報告会
成果の活用展開に向け、9月の一般公開に先立ちSTARCクライアント10社向けに報
告会を開催した。
・ ７月１７，２４，３１日の３日全日、報告： ２２件、参加者： 延べ約６９０名
・ 開催結果： 学会等とは異なる、 距離の近い 報告会となり有益であった。
‑ 当該技術に近い技術者の質問で､研究当事者の課題（悩み）が見える。
‑ 直接聞くことで研究者の関心がどこにあるのかよく分かる。
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(業界課題の解決、教育の一環、学会発表の機会、等）
‑ 報告者側も業界との対話に期待、以下関連コメント。
・ 学会と違いインフォーマルな議論ができる格好の場
・ 数少ない業界との接点
・ 普段は企業とどうコンタクトを取ったら良いか分からない、その点で
STARCは重宝
・ 成果と展望
‑ 企業の参加者はどの大学でどの様な研究が成されているのか分かり、大学の
研究者は自らの研究に対し企業視点でのコメントを得て、研究の位置付けや
完成度を認識出来た。
‑ 今回は、Ｈ２０年度の成果報告会であったが、Ｈ２１年度の成果についても
産学の研究者や有識者の話し合いの場を設け、成果の普及と活用展開を図っ
ていく。

図4‑5．半導体企業向け成果報告会の様子
４−２−Ｂ 波及効果
①事業化に際しての波及効果
企業やベンチャーが本事業による研究成果を活用すれば、どの様な波及効果が予想
されるかを事業者(利用主体)側の観点からまとめたものを表4‑1に示す。

#
1

本事業の特徴
次世代回路技術の性能提
示

2

成果は微細プロセスで試
作検証済み

3
4

Webによる成果の公開
事業者に研究者を紹介

表4‑1.予想される波及効果
事業化に際しての波及効果
次世代製品計画を早期に企画、仕様設定が可
能
実現可能性検証を省略出来、開発期間短縮
(約半年：TEGの設計‑試作‑測定)
先端SoC設計上の課題を先取り出来、再設計に
よる機会損失リスク低減
先端回路技術情報の入手容易化
先端回路技術の導入と事業化加速

②本事業実施に伴う波及効果
本事業実施に伴い以下の波及効果が期待できる。
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・先端研究の加速とそれに伴う周辺技術の開発加速
・大学研究の学会などでのプレゼンス向上
・それによる優れた人材の育成
５−Ｂ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等
５−１−Ｂ 研究開発計画
本事業は以下の実施内容、計画により実施した。
(1)技術開発の実施方法
技術研究を下記のとおり実施した。（図5‑2.実施フロー参照）
（a）技術研究テーマの募集方法
ホームページを利用して、技術研究テーマの募集を実施した。具体的には、
①募集要項、②募集研究テーマガイド、③書式を掲載し、閲覧者が参照やダウ
ンロード出来るようにした。
これらの記載内容を以下に示す。
① 募集要項；
・主旨／概要
・募集テーマ
・プロジェクトの実施フローと実施日程
・応募資格（国内の大学・公的研究機関・ベンチャー企業）
・募集期間
・応募要領
・設計チップデータ提出期限
・守秘／知財等の留意事項
②募集研究テーマガイド
・回路アーキテクチャ定義
・募集研究テーマ
・研究テーマガイド
③書式
・応募用紙
④募集期間
・事業受託後、10月14日まで（ただし、10月便は10月2日まで）
（b）技術研究テーマの選定
上記(a)に従って募集した技術研究テーマに関し、下記の手順で、選定を実
施した。
Step 1：本プロジェクトの技術研究テーマとしての妥当性確認
本プロジェクトの技術研究テーマは、｢技術研究テーマの募集｣で述べ
た明確なターゲットについて、募集に際して技術研究テーマを明記する
と同時に、提案されたテーマについては実用化の観点で実現出来そうな
テーマを選定し、後述する委員会での審議にかけた。
Step 2：委員会委員による評価･採点
委員会委員は、それらに対し、先端性、革新性、共通的基盤技術など
の観点に立って、委員会規程に準じて各自評価採点し、さらに有識者と
しての見解を選出評価用紙に記載した。
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Step 3：評価一覧表の作成
実施者は、応募者の提出資料と合わせて、応募者の研究テーマや所望
のチップサイズ、希望試作便、それに前記委員の見解を一覧表にとりま
とめた委員会資料を作成した。
Step 4：研究テーマの審査
前記資料を基に、委員長の主導の下、実施者が事務局となって委員会
を開催し、１件ごとに、審議して全応募案件について順位付けをした。
また応募者への選出結果通知内容をまとめた。
なお、応募者は試作検証に必要なチップ面積として１区画、1/2区画、
1/4区画の３種から選択でき、応募時にいずれかを指定するが、採択のた
めに順位付けした応募案件の上位から加算した総チップ面積が経費から
決まるチップ区画総数（１６区画）に達したため試作数を制限した。
Step 5：採択結果通知
上記の委員会評価結果に基づき、各応募者に採択結果通知を行った。
その際に、応募者には採択、非採択にかかわらず、研究テーマに対する
委員、及び委員会コメントを伝え、非採択者に対しては次の機会に適切
な提案が出来るよう努めた。また、採択者には、本事業のために用意す
る「スペックシート」も添付し、その後の研究過程を記録してもらった。
（c）技術開発の研究、評価および成果の取りまとめ
前記にて採択された案件は、以下の手順で研究開発を進めた。
Step 1：スペックシートへの研究内容の記入
採択者(テーマ提案者)にはそれぞれ、委員、及び委員会での個々の
研究テーマに関するコメントを記載したスペックシートを配布した。
テーマ提案者は、その研究テーマ応用分野や適用効果、目標仕様や従
来技術との対比等を記入し、研究の概要を明確にし、記入後、実施者
へ送付してもらった。
Step 2：実施者からの提言
提案者が記入したスペックシートに対し、実用化の観点での提言や、
測定事項の追加等を記載した。
Step 3：研究経過のトレース
テーマ提案者が、チップ設計の段階で行った回路シミュレーション
等、各種の検証作業で得た結果をスペックシートへ記入した。この過
程を経て、実際の回路として利用するための問題点を明確にした。
Step 4：チップ設計の検証
回路シミュレーションの完了後に、テーマ提案者はチップのレイア
ウト設計を行った。65nm以細の先端プロセスでは、守るべきレイアウ
ト･ルールは多いが、これを自動的にチェックするDRC(Design Rule
Checker)等で検査し、合格したものだけを試作した。
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Step 5：試作検証結果の報告
テーマ提案者は、試作サンプルの測定・解析完了後、その成果を報
告書にまとめると同時に、スペックシートにもその概要を記入しても
らった。
Step 6：委員会委員による評価
試作検証結果の評価のため、委員会を開催する前に、各委員に個々
の研究成果とスペックシートを送付し、各委員はその評価をスペック
シートに記入した。
Step 7：委員会による評価
委員より集めた評価結果を、個々の研究テーマ毎に評価用スペック
シートとして一覧表にまとめ、委員会の審議に諮った。委員会では、
･革新性/新規性、問題解決性
･実活用期待度
･試作検証の効果
･未達事項の次期研究への知見
等の項目で、最終評価をした。
(2)委員会の設置と運営
以下の役割と構成による委員会を設置した。
・委員会の役割は、応募案件の中から試作検証を行う案件の選定、及び、試作
検証の結果についての技術評価を行う。
・委員会は、客観的かつ公平な立場でその役割を遂行することとする。
・委員会は、委員長1名、産業界有識者5名、学界有識者4名、および事務局2
名で構成する。
・委員長は、委員会を招集し、議事を運営する。
・委員会は、委員長を含む７名以上の委員の出席を以って成立とする。
・委員は自分が所属するグループ（学科、機関、企業）の案件に関しては、審
議に参加できない。
・委員会構成メンバーは、委員会活動を通じて得た情報に関し守秘義務を負う。
・委員会に係わる事務（委員会の開催事務、議事録作成、応募者への採否連絡、
委員会費用の扱い、記録の保存管理等）は実施者がこの任にあたる。
・委員謝金旅費規程により、委員長および委員に対する謝金および旅費の支給
について定める。
(3)技術動向調査
65nm以細の集積回路におけるリーク、低電圧化に対応するノイズ対策、それに
社会の要請が今後さらに強まると予想される安全・安心に関係する技術研究につ
いての市場動向調査を、国内外の回路技術関連学会への参加にて実施した。
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H２０年度､H２１年度 研究開発実績・計画
平成２０年度
平成20年
10月

平成２１年度

平成21年

11

12

1

2

平成21年
7

3

10/ 10/
2
19

3/
22

平成22年

8

9

8/
6

9/
7

10

11

12

1

2

3

3月初旬
1月下旬

3月下旬

委員会活動
応募研究テーマの選定

応募研究テーマの選定

試作検証結果の評価

試作検証結果の評価
研究テーマ 分析会

65nmチップ試作
10/2 テープアウト

8/27 テープアウト

10月シャトル便
試作

8月シャトル便試
作

12/7 チップ完
11/20 テープアウト

11/2 チップ完
11/4 テープアウト

11月シャトル便
試作

11月シャトル便
試作
1月下旬チップ完

1/25 チップ完

研究成果報告

研究成果報告

図5‑1．研究開発実績・計画

技術研究テーマ募集
（テーマガイド明示）

委員会（研究テーマ選定審議）

採択案件

内容情報
試作検証向け
チップ設計

提言
１．実適用を想定した効果
とディメリットの検討と、
テーマ提案者への提言

試作

２． 技術動向調査
試作検証
（チップ測定・解析）

報告

検証結果報告作成

提言

試作検証
成果

委員会（検証結果評価審議）
研究成果
報告書作成

試作成果報告会
（公開）

次期研究
（テーマ提案者判断）

本開発事業の範囲
研究テーマ提案者
STARC

図5‑2．実施フロー
５−２−Ｂ 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、STARCが経済産業省からの委託を
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受けて実施した。また、試作の再委託先として富士通マイクロエレクトロニクスを選定
した。
また、研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダ
ー（伊藤 荘一）を設置するとともに、試作案件選定、評価のため、有識者からなる委
員会（選定、評価）を設置した。委員会委員は表5‑1.委員会構成メンバーを参照。
STARCは本事業を実施するにあたり、委員会、研究協力者、チップ試作者による体制
を構築し、以下に記載するそれぞれの役割にてその任を実行した。これら参加者の役割
と相互の関係は図5‑3.研究開発実施体制として示した。
(1) STARC
本事業の実施責任者として以下を実行した。
・日本国内の大学、公的研究機関、ベンチャー企業を対象に技術研究テーマを
募集
・委員会を設置
・委員会で選定された技術研究テーマの中から試作検証する案件を採択
・委員会の検討結果を参考に技術研究テーマの問題点を分析
・上記分析内容をテーマ提案者に提言
・試作を再委託
・委員会での試作検証結果の技術評価を参考に実用化の観点から研究成果をま
とめ
・技術研究テーマ選定に資するために技術動向を調査
実施した組織は以下の通り。
・研究開発責任者： 下東 勝博
株式会社半導体理工学研究センター 代
表取締役社長
・研究開発に従事する人員： 株式会社 半導体理工学研究センター所属の下
記 4名
主任研究員：
伊藤 荘一
執行役員 開発第３部長
研究員
：
武智 真
開発第３部
川田 充哉
開発第３部
小野 邦夫
開発第３部
(2)委員会
委員長を含む合計10名の学界と産業界の有識者からなる委員会を設置し、委員会
規程を設けて以下を公平に実施した。
・本事業による技術研究テーマ募集への応募案件を選考要領に従って選定
・採択された技術研究テーマの試作検証結果を評価要領に従って技術評価
(3)研究協力者
本事業による技術研究テーマの募集に応募した大学、公的研究機関、ベンチャー
企業の中でSTARCが採択した技術研究テーマ提案者は、STARCが行う研究開発の研究
協力者として以下を実施した。
・提案テーマを実検証するためのチップ設計と設計検証を実施しレイアウトデ
ータ（GDS）を提出
・試作チップの測定・解析を実施し提案テーマの試作検証結果を報告
(4)チップ試作者
65nmのプロセステクノロジを使ったチップ試作をSTARCから下記に再委託した。
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・ 再委託先
富士通マイクロエレクトロニクス
研究開発の進捗状況把握、管理には前述のスペックシート及び進捗管理表を使い、技
術開発状況を適時確認した。
試作チップの取り扱いについては研究材料等受払簿を付けて正しく評価に利用され
ているかを確認し、又、関連法規、規則および命令（「外国為替及び外国貿易法」を含
むが、これに限るものではない。）を遵守するよう研究協力者に誓約してもらった。

研究開発実施者
①

経済産業省

研究協力者
②
技術研究テーマ募集

STARC
研究開発
委託

④
選定結果

⑨

大学

③
応募
（選定）

研究開発
成果報告

日本国内の

公的研究機関

（評価）
（プロジェクト
リーダー：
伊藤 荘一）

試作検証
結果報告

評価結果
⑧

委員会

ベンチャー企業

⑦

チップ試作再委託
試作チップ納品
⑤
⑥
富士通ﾏｲｸﾛ
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
↓
イー・シャトル

ｎ ：実施順

チップ試作者

図5‑3．研究開発実施体制
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平成20年度
委員長
委員

事務局

浅田 邦博

平成21年度

東京大学VDECセンター長、教授

浅田 邦博

東京大学VDECセンター長、教授

岩田 穆

広島大学教授

天野 英晴

慶応義塾大学教授

小野寺 秀俊

京都大学教授

岩田 穆

広島大学教授

小谷 光司

東北大学准教授

小野寺 秀俊

京都大学教授

安浦 寛人

九州大学教授

川人 祥二

静岡大学教授

穴見 健治

株式会社ルネサステクノロジ

小谷 光司

東北大学准教授

井上 淳樹

株式会社富士通研究所

後藤 敏

早稲田大学教授

大塚 伸朗

株式会社東芝セミコンダクター社

益 一哉

東京工業大学教授

近藤 芳人

ソニー株式会社

松岡 俊匡

大阪大学准教授

早田 征明

NECエレクトロニクス株式会社

安浦 寛人

九州大学教授

浅田 善巳

富士通マイクロエレクトロニクス株式会社

井上 淳樹

株式会社富士通研究所

大塚 伸朗

株式会社東芝セミコンダクター社

早田 征明

NECエレクトロニクス株式会社

堀口 真志

株式会社ルネサステクノロジ

伊藤 荘一

株式会社半導体理工学研究センター

伊藤 荘一

株式会社半導体理工学研究センター

武智 真

株式会社半導体理工学研究センター

武智 真

株式会社半導体理工学研究センター

表5‑1．委員会構成メンバー
５−３−Ｂ 資金配分
資金配分は下記の通り。（消費税含まず。）（表5‑2.資金度配分に記載）
○平成20年度実績。
・試作費（チップ）：174,000千円。
・事業費（人件費、技術動向調査費、委員会費等）：30,035千円。
○平成21年度計画。
・試作費（チップ）：167,000千円。
・事業費（人件費、技術動向調査費、委員会費等）：36,600千円。

表5‑2．資金配分
内訳

区分

平成20年度 平成21年度
（実績 ）
（計画）

再委託 チップ試作費
事業

経費（千円）

人件費､技術動向調査費、委員
会費、等
合 計

174,000

167,000

30,035

36,600

204,035

203,600

５−４−Ｂ 費用対効果
本事業は高性能、低消費電力、高信頼性を供えたシステムLSIを実現する回路アーキ
テクチャのアイデアを研究協力者（日本国内の大学、公的研究機関、ベンチャー企業）
から公募し、その中から優れたものを試作評価し活用を促進することにより、我が国の
半導体業界並びにそのユーザとなる主要産業の国際競争力を高めることを目的として
いる。
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使用プロセステクノロジも最先端の65nm（以細）で、研究自体も世界の最先端となっ
ている。研究成果自体は各種国際学会で発表されるものが多く、その先行性、質の高さ
は内外で広く評価されている。
最先端の研究であるため、時間を掛けることで、より実用化（産業界での活用）に向
けた到達度があがるものである。
現段階で見ると、いわゆるアイデアのみの研究ではなく、実際にチップの試作、およ
び、その検証を実施しており、事業化に向けた最短の技術開発が行えている。
５−５−Ｂ 変化への対応
本事業の開発内容にも含まれる、技術動向調査（国内外）や有識者委員によるテーマ
分析会などを通じ、常に最新の動向、ニーズを把握しており変化に対応することが可能
となっている。
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C 情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術の開発事業（プロジ
ェクト）
１−Ｃ 事業の目的・政策的位置付け
１−１−Ｃ 事業目的
音声認識技術は，複雑な機能に対し簡易なインターフェイスを実現する手段として，
あるいはテキスト化によってマルチメディアコンテンツの検索を可能にする手段とし
て期待されている技術であり，情報家電の普及を加速する有力な技術の一つと考えられ
ている．これまでの精力的な研究開発の成果として，利用場面あるいは利用者を限った
場合には，高い精度で音声を認識し，ユーザビリティの改善に貢献している．しかし，
現在の技術では，開発サイドが想定する環境で，想定する個人属性を有する話者が，想
定した範囲の方法で利用する場合には十分な性能を与えるものの，それらの条件が異な
る場合には著しく性能が低下するという問題がある．また，対象タスク，言語等を変更
・移植する際の手離れの悪さも実用化の足かせとなっている．
これらの問題の解決には，実環境での利用に耐える高精度な音声認識技術の開発に加
え，サーバとの連携によって想定と実際とのギャップを埋める技術，音声インターフェ
イスの手離れを良くするための技術等，様々な音声インターフェイス開発支援技術が必
要となる．
本事業は，これらの技術を総合的に開発することによって，良質の音声インターフェ
イスを低コストで実現するための基盤を整備することを目的とする．また，これら基盤
技術の整備を通じて，音声インターフェイスが抱える現状の問題点を解決し，情報家電
を，「だれでも」が「簡単に」活用できるインターフェイスを実現する．これにより，
情報家電の利便性を広く誰でもが享受できるようにするとともに，我が国の産業を牽引
するものとしても期待の高い情報家電分野を活性化し，さらには，市場としての期待が
高いアジア諸国での産業競争力の強化を果たすことも期待される．
１−２−Ｃ

政策的位置付け

音声は，機器・情報を使いやすくするための，ユニバーサルな手段であり，特に情報
機器の利用に精通する者としない者の間に生じる情報格差を減じるための技術として
社会的ニーズは非常に高い．図1は，経済産業省が作成したユーザビリティ分野の技術
マップであるが，ここでも音声認識技術は，今後望まれる「人中心型コンピューティン
グ」を実現する重要技術のひとつとして位置付けられている．
図2は，同分野技術ロードマップにおける，音声認識関連部分の2009年から2011年ま
でを抜粋したものである．図中イタリック文字で記された部分が，本事業が扱った課題
であるが，ロードマップに示された重要課題の多くについて，ロードマップに先んじて
取り組み，その基盤を構築するものであることがわかる．
このように，本事業は，技術戦略ロードマップに沿って，ユーザビリティに係る社会
的ニーズに直接的に応える技術を開発する重要課題として位置づけられる．
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図1. ユーザビリティ分野技術マップ （経産省技術戦略マップ2009）
分野構造
評価項目
2009
2010
2011
ユ ヒ 知 音 発話スタイルの
話し言葉認識
方言・多言語
ー ュ 覚 声 多様性
ザ ー イ 認
ビ マ ン 識 異なる環境・声 低年齢・高年齢話者適応
質・
リ ン タ
利用法に対する
柔軟性
テ イ フ
ィ ン ェ
インターネット上のリソースを活用した語
タ ー
彙獲得
多様性への対応
フ ス
柔軟性を実現す
利用状況収集・共有の枠組み
る技術
ェ
ー
ス
非定常音声，特定
周囲環境雑音へ 非定常雑音(街頭音声，背景音声)
の耐性
環境＋複数話者
特定環境
ハンズフリー認
識の環境（S/N，
マイク距離）

5dB 30cm / 15dB 1m /
残響短

雑音耐性・ハン
ズフリー認識を
実現する技術

多マイクによる音声検出と雑音抑制

5dB 1m / 残
響中

図2. ユーザビリティ分野技術ロードマップ，音声認識関連（技術戦略マップ2009）
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１−３−Ｃ

国の関与の必要性

情報家電等が普及しホームネットワーク化が進展するに伴い，多様な利用形態の実現
とともに，利用者生活の支援や異種多様な機器の相互連携等といった消費者の視点が求
められる．特に，ハードウェアの仕様やＯＳがデファクト化しているパソコンと異なり，
情報家電では，機器やメーカーの違いを超えて相互接続・相互運用できるインターフェ
イス技術が不可欠．こうした相互連携等に資する共通化を実現するには，企業独自に取
り組むのではなく，国の一定の関与の下に実施することが必要である．
２−Ｃ 研究開発目標
２−１−Ｃ 研究開発目標
２−２−Ｃ 全体の目標設定
表1．全体の目標
目標・指標
音声認識の実用化を妨げている，実環
境における認識性能の問題を解決する
とともに，低コストで良質の音声インタ
ーフェイスを構築するための基盤技術
を整備する．また，これらを通じて，情
報家電を「だれも」が「簡単に」活用で
きるインターフェイスを実現する．
さらには，これらによって，情報家電
の利便性を広く誰でもが享受できるよ
うにするとともに，わが国の産業を牽引
するものとしても期待の高い情報家電
分野をさらに活性化し，さらには，市場
としての期待が高いアジア諸国での産
業競争力を強化する．

設定理由・根拠等
音声認識は，情報格差の解消等，社
会的ニーズの高い重要技術であるが，
現状でその性能は十分でない．
その主な原因は，実環境下での性能
が不十分なことに加え，外部サーバ連
携等，開発支援のための技術が欠落し
ていることにあり，これらの基盤技術
を総合的に整備する必要がある．
このような技術開発を通じて，誰も
が簡単に機器を活用できるインター
フェイスを，容易に実現できる環境を
作ることが目的となるが，その象徴と
して，95%以上の利用者が，95%以上タ
スク達成できるシステムを実現する
ことを掲げた．
上述の目標を象徴的に表す開発指標
この目標の実現は，高齢者等情報機
として，「９５％以上の利用者が９５％ 器に馴染みのない利用者層も対象に
以上のタスク達成率を実現できること」 含むとき，決して容易ではないが，チ
を掲げ，これを実現する．
ャレンジングな目標として，これを設
定した．
正確なデータはないものの，初見の
アプリケーションに対する平均タス
ク達成率は，どのようなインターフェ
ィスでも高くはなく，掲げた条件を達
成できるインターフェィスは，高いユ
ーザビリティを持つものとして評価
できる．
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２−３−Ｃ

個別要素技術の目標設定
表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
①音声分離技術
下記の条件を満足する小
情報家電および，情報家
型音声分離装置を試作す 電操作用の携帯端末に実
装可能な小型音声分離装
る．
2
‑ 実装面積9cm = 3cm × 置を開発するためには，少
3cm 程度
数のマイクロホンでコン
‑ 実環境音声に対しPESQ パクトに実装可能であり，
値3 以上の音声分離性能 遅延が少なく，演算量も少
を実現する
ない音声分離技術の開発
‑ 遅延100ms 以内
が必要とされる．
②音声／非音声判別技
・生活環境下において，
情報家電機器の音声イ
術
話者100 人規模の音声
ンターフェイスを実現す
と雑音の両方を含むデ
るためには，ユーザの音声
ータベースを完成させ
発話を正確に捉えると同
る．
時に，それ以外の音に対し
・実環境データに対し， て誤反応しないような，正
音声/非音声判別率95%
確な音声/非音声判別の技
以上を達成する．
術開発が必須である．これ
・提案する音声/非音声判 まで，音声に着目した音声
別方式を，高精度フレキ /非音声判別の研究は行わ
シブルデコーダと連携
れてきたが，対比される非
させる．
音声のデータが生活環境
・音声認識システム全体 を正しく模擬しているか
での「95%以上の利用者 どうかについては，あまり
に対して95%以上のタス 大きな注意が払われてい
ク達成」という目標に寄 なかった．
与する．
③高精度デコーダ技術
・非定常な加算性および
実環境での音声インタ
乗算正雑音の影響を特
ーフェイスを実現するた
徴量レベルで低減する
めには，周囲の雑音に対す
手法の開発を行う.
る耐性を高めることが必
・複数の音響モデルから 須になっている．
認識対象音声の雑音環
近年，重み付き有限状態
境に適合したモデルを
トランスデューサ(WFST:
選択する手法と，スペク Weighted Finite State
トル領域での雑音補償
Transducer) を音声認識
手法との融合方法につ
に適用する方式が検討さ
いて検討を行う.
れ始めている．合成された
・フレキシブルな運用が WFST に数学的に体系づけ
可能でかつ高精度なデ
られた最適演算を適用し，
コーダの開発を行う.
ビーム探索技術を用いる
ことで，極めて大規模な語
彙を対象とした連続音声
認識を効率的に実現でき
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④多言語化技術

⑤高次言語モデル利用
技術

・実使用環境下において，
従来法と比較した声調
認識誤り改善率20%以上
を達成する．
・同等の認識性能を維持
したまま学習用音声コ
ーパスを半減する．タイ
語・中国語に対して提案
法を適用し，その汎用性
を実証する．
・適応用の音声コーパス
(北京語:話者30 名以上
・広東語:話者30 名以上
・タイ語:話者30名以
上)，開発時評価用の自
動車内音声コーパス(北
京語:話者30 名以上・広
東語:話者30名以上・タ
イ語:話者30 名以上)，
最終評価用の自動車内
音声コーパス(北京語：
話者40名以上・広東語:
話者40 名以上・タイ語:
話者40 名以上)，を収集
する．
・ある特定話題に関する
自由発話テキストコー
パスを4万文規模で収録
する．
・開発したコーパス収集
法および高次言語処理
を適用することで，コー
パス収集コストを従来
の人手による場合と比
較して1/10 としても従
来と同等レベルの性能
が得られることを確認
する．
・高次言語知識処理を東
京工業大学のデコーダ
と結合し，その有効性を
確認する．
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る．
音声認識技術を応用し
た製品のグローバルな展
開のためには，多言語に対
応する音声認識技術の確
立が必須である．従来の音
声認識技術は，日本語・欧
米言語を中心に検討され
てきており，異なる言語特
徴，例えば声調を有するア
ジア言語では十分な性能
が得られてはいない．ま
た，音声認識性能を決定す
るのは音声コーパスの規
模であるが，大量の音声デ
ータを収録することに膨
大な開発リソースが費や
されており，多言語製品開
発のボトルネックとなっ
ている．

音声認識に必要な言語
モデルを作成する場合，録
音された対話を人手で書
き起こして学習コーパス
を作ることが必要となる
が，様々なタスクにおいて
大量の学習コーパスを用
意することはコスト的に
困難である．また，話し言
葉の場合，文中に不要語や
言い淀みが存在するため，
2 単語ないしは3 単語の連
鎖では制約として必ずし
も十分ではないという課
題があり，話し言葉認識を
実現するためには学習用
コーパスの構築コストの
低減と大局的な新たな言
語現象のモデル化手法が
必要である．

⑥A音声インターフェイ ・性能分布曲線を±5% の
実環境での認識性能分
ス開発支援技術（性能予 許容誤差範囲内で予測
布の見積もりが音声認識
測技術）
する．
ベンダーに対して求めら
れている．しかし，未だ，
世界的に見ても業界で誰
も自動車内，屋内，屋外な
どの多様な実環境におけ
る認識性能分布を客観的
に評価する技術を確立で
きておらず，認識性能分布
情報を市場に提供できて
いない．
⑥B音声インターフェイ ・効率的なモニタリング
音声認識システムの実
ス開発支援技術（ランタ とサーバ上での蓄積，更 用化が進まないひとつ原
イムモニタリングとサ
新情報の配信，アダプタ 因に，開発者の想定した使
ーバ連携技術）
開発支援，に関する枠組 い方と，利用者の実際の使
み，機能を実装する．
い方に乖離があることが
・利用者の実際と開発者 挙げられる．
の想定との乖離を解決
この乖離を解消するた
する有効な情報の定義
めには，利用者のシステム
とその抽出方式，枠組み 利用時の振舞を表すデー
を定め，支援ツールを開 タを開発者にあげ，またシ
発する．
ステムの改良結果を利用
・フレキシブルデコーダ， 者に戻す仕組みが必要と
性能予測サーバとの連
なる．
携を可能にする．
また，より高性能な音声
インターフェイスを実現
するためには，インターネ
ットを有効利用し，性能向
上に資する情報を半自動
で収集・加工し利用する方
式の確立が必要である．
⑥C音声インターフェイ ・機能表現とインターフ
ス開発支援技術（音声イ ェイスのためのリソー
ンターフェイス構築技
スの表現から音声イン
術）
ターフェイスを自動構
築する方法を確立する．
・機能記述からのインタ
ーフェイス自動構築に
より，従来の処理手続き
を記述する方法に比べ，
記述量を1/10 以下にす
る．
・音声インターフェイス
の有効性検証開発した
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これまでの製品設計で
は，開発者は，音声そのも
のの潜在的な有効性を前
提とした一種の「思い込
み」に基づいて設計がなさ
れ，これが原因で実際に使
いやすいシステムに結び
ついていない．実際のユー
ザビリティの検証に基づ
いて設計を進めることが
望まれるが，この基準を設
けることも困難である．
よって，使い勝手の良い

方式により，95%の利用
者がタスク達成率95%以
上で機器を操作できる
ようにする．

インターフェイスの設計
に対する知見の集約・共有
が必須となる．同時に，こ
れらの知見に基づいた，ユ
ーザビリティの高いイン
ターフェイスの構築方法，
あるいは，知見を設計上の
制約として取り込む方法
の開発が必要である．
⑥D音声インターフェイ ・認知的側面を考慮した
これまで，研究や製品ご
ス開発支援技術（音声イ 音声インターフェイス
とに音声インターフェイ
ンターフェイスの評価
評価マニュアルを策定
ス機能が検討・実現されて
技術）
し，公開する．
きたが，特に利用時の認知
的側面を考慮した評価方
法が確立してないため，さ
まざまな機能やそれぞれ
の実装方法を公平に比較
評価することが困難であ
った．
⑦A総合実証評価（車載 ・車載情報機器の実証シ
ＧＵＩと親和性が高く，
情報機器システム）
ステムの基本方式を具
使い勝手の良い車載情報
体化したソフトウエア
機器用音声インターフェ
を開発し，ユーザビリテ イスに関する知見の収集
ィ評価実験を最低３０
と，評価が必要である．
人規模で実施する．
・９５％以上の利用者で，
９５％以上のタスク達
成率を実現する．
⑦B総合実証評価（情報 ・情報家電実証システム 多種多様なコンテンツや
家電実証システム）
を，一般の利用者を対象 サービスを誰もが利用で
として評価実験を実施
きるための高度なユーザ
し，各要素開発成果の検 インターフェイスを実現
証評価を行う．
する手段として音声認識
・９５％以上の利用者で， に対する期待が大きい．
９５％以上のタスク達
成率を実現する．

３−Ｃ．成果，目標の達成度
３−１−Ｃ 成果
３−１−１−Ｃ 全体成果
開発課題として，①音声分離技術，②音声／非音声の判別技術，③高精度デコーダ，
④多言語化技術，⑤高次言語モデル，および⑥音声インターフェイス開発支援技術（性
能予測技術，性能評価技術，音声インターフェイス構築技術，ランタイムモニタリン
グとサーバ連携技術）を掲げ，これらの要素技術開発と，実証実験のためのシステム
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開発・評価を行った．①−③と⑤の一部は主に実環境における音声認識の性能向上を
直接の目的とした技術開発，④と⑤の一部⑥は開発効率を向上させるための音声認識
システム開発支援技術開発であり，⑥は特に開発者・利用者間の各種乖離を解消する
開発支援技術の開発である．また，③および⑥ の一部として示したサーバ連携技術は，
これら要素技術の統合プラットホームとして位置付けることができる．これらの開発
項目の開発を，前掲の6 社2 大学が，適切な分担と協力の下にあたり，前章表２に示
した目標を達成することによって，情報家電インターフェイスの利便性向上に資する
音声認識システムの実現とその実用化を支える基盤を確立することができた．
３−１−２−Ｃ 個別要素技術成果
①音声分離技術
単純な線形フィルタで複数の異なる指向性を有する空間フィルタ群を構成し，周波
数成分ごとに各フィルタ間の出力差異を求め，これを非線形フィルタで強調すること
で，指向性の雑音を抑圧する音声分離方式に関して，整合の良いマイクロホン配置を
用い，拡散性の雑音を抑圧する基本方式の開発を行った．つづいて前記音声分離方式
と雑音除去方式を統合し，指向性雑音，拡散性雑音が同時に存在する環境に適用する
音声分離統合版方式を開発した．これらの基本方式開発と並行して，可搬型の小型端
末の試作を行い音声分離方式の実装を進めた．18 年度には拡散雑音を抑圧する音声分
離方式を，19 年度には，演算簡略化により音声分離統合版を小型端末上で動作可能と
した．試作機を用いて展示会騒音，道路騒音などの実環境騒音データを収集した．実
環境騒音，および実機による入力データによる評価・方式改良を行い，指向性雑音
SN15dB 拡散性雑音SN15dB において，PESQ3.0 を実現した．最終的にはマイク間距離(縦
横3cm) とほぼ等しい3.5cm × 3.5cm の音声分離小型モジュールを開発し，情報家電
や操作用の携帯端末に実装可能であることを示した．
②

音声／非音声判別技術
情報家電機器が使われる環境を正確に模擬したうえでのデータ収集を行い，得られ
たデータに基づいて音声/非音声判別の方式開発を行った．具体的には，居住用の部屋
に音声収録機器とテレビ操作用音声認識装置とを設置し，一般の被験者にその部屋で
生活してもらった．こうして得られたデータに対してラベリング作業等を行い，結果
として被験者総数182 名，総録音時間623 時間のデータから，合計243,656 個の音声
候補セグメントを抽出することができた．その内訳を見ると，少量の音声コマンドに
対し，大量の話し声や笑い声のセグメントが含まれており，これらを正しく棄却する
「意図的音声コマンド検知」として問題を再定義することが重要であるとわかった．
次に，これらのデータに対する判別方式の検討を進めた．一般に音声区間検出で用
いられる音声パワーなどの他に，感情認識や言語識別などで用いられる特徴量も含め
て，合計で92 次元という高次元の特徴量を抽出し，これを線形判別分析やサポートベ
クターマシンなどの手法により分類した．また，話者や環境による各特徴量のばらつ
きを補正するため，特徴量正規化の枠組みを加えたり，冗長な特徴量を順次削減して
いったりといった改良を加え，最終的に，近い将来の応用に近いと思われるHITHOME07
データベースに対し，95.15%という平均判別率を得ることができた．また，ユーザに
よる感度調整を許すという設定のもとでは，HITHOME08 データベースに対しても，
95.29%という平均判別率を得た．（この場合のHITHOME07 での平均判別率は96.09%で
あった）
開発した音声/非音声判別方式の一部は，モジュール化して高精度フレキシブルデコ
ーダと連携させた．実際の音声認識実験を通じて，音声/非音声判別を行わない場合よ
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りも高い性能が得られることが確認できた．また，開発した方式を実環境に持ち込み，
実証実験を行った．実証実験の結果からも，睡眠中の誤作動など心配された不具合が
起こることもなく，提案方式の有効性を確認することができた．以上より，音声認識
システム全体の性能をより向上させるという意味においても，十分に貢献しうる音声/
非音声判別方式を開発することができた．
③

高精度デコーダ
「高精度デコーダ技術の研究開発」として，「適応化技術開発」および「高精度フ
レキシブルデコーダ開発」の２つの課題に取り組んだ.
「適応化技術開発」では，GMM として表現された音声の知識を用いて雑音重畳音声
からクリーン音声特徴量を推定する「目的音GMM を用いたスペクトル補正フィルタ」
手法の提案および，モデル選択による雑音適応化法である木構造クラスタリングを用
いた雑音適応化手法にスペクトルサブトラクション法を組み込んだ融合手法の提案を
行った. 目的音GMM を用いたスペクトル補正フィルタ手法においては雑音下音声認識
評価環境（AURORA‑2J）の評価環境を用いた実験を行い，雑音下での音声認識において
最大で48%と認識誤り率を大幅に削減できることを示した. また，スペクトルサブトラ
クション法と木構造クラスタリングの融合手法においては，実走行車内で収録された
データを用いて提案手法を評価した．その結果，それぞれを単独で用いるよりも高い
認識性能が得られることが確認され，高速道路走行中の女性の発声について，単語正
解精度が32.8% から91.2% に大きく改善した．
「高精度フレキシブルデコーダ開発」では，重み付き有限状態トランスデューサに
基づく音声認識デコーダT3 Decoder (Tokyo Tech Transducer‑based decoder) を開発
し，各種機能の実装を行い，それらの性能評価を行った．実装した機能としては，利
便性向上のための「逐次デコーディング」「柔軟なフロントエンド設計」「ラティス
生成」，高速化としての「GPU を利用した音響尤度計算」，省メモリ化としての
「On‑the‑fly 合成」と「Disk‑based search」が挙げられる．さらに任意のWFST の
On‑the‑fly 合成時に適応化演算を可能とする手法の提案および実装を行った．これに
よりデコーダの実行時に動的に言語モデルを交換することが効率的に行えるようにな
るなど，メモリの削減に加えデコーダの運用面での利便性も向上した. 高速化手法で
ある「GPU を利用した音響尤度計算」については，最大で認識時間を16 分の1 程度に
削減できることが確認され，省メモリ化手法については，「On‑the‑fly 合成」を単独
に用いることで50% 以上のメモリ消費量の削減を，「Disk‑based search」を単独に用
いることで約50% のメモリ消費量の削減を確認した．さらに，ネットワーク圧縮処理
と，省メモリ化手法を併用することで，80% 以上のメモリ消費量の削減が達成された．
④

多言語化技術
音声認識の多言語化技術の研究開発テーマとして，多言語化対応音声分析方式開発
と，音響モデルの言語適応化方式開発を実施した．
多言語化対応音声分析方式開発では，アジア言語にみられる声調に着目し，実環境
下で声調を高精度に識別するための特徴量の開発を行った．音声波形の自己相関を用
いたF0 推定方式に基づくベースライン特徴量に対して，その問題点を明らかにすると
ともに，Δ log F0 推定の高精度化および有声無声判定の安定化を実現する処理と，
log F0 推定の高精度化を実現する処理とを導入した特徴量を開発した．さらに，
SNR=5dB の走行車雑音環境において中国語・タイ語の声調認識性能評価を実施し，提
案特徴量を用いることでベースライン特徴量に対して声調認識の誤りを20%以上改善
できることを確認した．
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音響モデルの言語適応化方式として，目的言語とは異なる複数の言語の音声コーパ
スを利用し，当該コーパスの音響的特徴が学習対象の言語に適合するよう補正した上
で，補正後のコーパスを目的言語の音響モデル学習に利用する言語間適応学習手法を
開発した．中国語およびタイ語を目的言語とした音響モデル学習について，提案法に
より，ある性能を発揮するために必要な音声コーパス量を半減できることを確認した．
⑤

高次言語モデルの開発
高次言語モデル利用技術に関する研究開発として，高次言語知識の導入による認識
精度向上，言語モデル構築法の開発を行なった．
高次言語知識の導入による認識精度向上への取り組みとしては，言い回し表現を活
用して発話中のキーワード認識精度を向上させる手法を検討した．本手法は，キーワ
ードと比して認識精度の高い言い回し表現の認識結果を活用し，発話中に含まれると
考えられるキーワードのカテゴリ(種類) を，CRF 等の統計的なモデルを用いて推定し，
その結果をもとにキーワードを再認識するものである．テレビ番組を自由発話で検索
するタスク及びレストランを検索するタスクをそれぞれ評価タスクとして設定し，音
声認識実験により提案方式の評価を行なった．結果，どちらのタスクにおいても従来
方式(単語trigram) と比べ提案方式によるキーワード認識率の向上が確認された．
言語モデル構築法の開発への取り組みとしては，EPG 等のweb サイトや早大語彙共
有サーバといった外部リソースを活用したキーワード収集と，それらキーワードの言
語モデルへの追加を行なうことで，言語モデル学習コーパス量を1/10 にしても従来と
同等の性能が得られる言語モデル構築方式を開発した．さらに，統計的モデルを用い
てキーワード(正式名称) から略語を自動生成する手法を開発し，外部リソースの活用
だけではカバーしきれないキーワードの言い替え表現の取得への対処を試みた．
⑥ 音声インターフェイス開発支援技術
⑥A 性能予測技術
認識性能の劣化要因を実環境データを用いて分析し，その知見を生かして認識性能
分布を予測する技術(以下，性能予測技術) を開発した．具体的には，H18 年度に収集
した自動車運転行動中日本語音声コーパスを用いて，運転行動中発話の物理量と認識
性能との関係について調査した．その結果，認識性能劣化の主な要因は，滑舌度と話
者固有度，信号雑音比(SNNR)であることが分かり，それらの中の複数の物理量の値が
偏っている場合に著しい性能劣化が起こることが分かった．性能予測技術の開発では，
データベース(以下，DB) に蓄積された性能評価結果を組み合わせることで，既知の語
彙カテゴリに対する未知語彙数での性能分布が，±5% 以内の誤差範囲で予測できるこ
とを車載情報機器，情報家電に固有の音声認識タスクにおいて確認した．H19 年度は，
性能予測方式の開発を推進するために，性能予測方式の修正が容易に行えるWindows 用
スタンドアロンアプリケーションソフトウエアを開発し，H20 年度には開発した性能
予測方式を実装したWeb アプリケーションソフトウエアを開発した．H19 年度のコー
パス収集は，ユーザがシステムに対して発話する状況での音声収集を目的とし，車載
情報機器実証システムのユーザビリティ評価時の被験者の発声を収録した．尚，これ
らの音声は，DB 化のため，一発話毎に切り出し，書き起こしを行った．H20 年度のコ
ーパス収集は，実環境音声データ収集のコスト削減を目的とし，実環境データを模擬
し，効率的に収録を行う手法を検討し，収集を行った．
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⑥B ランタイムモニタリングとサーバ連携技術
音声認識アプリケーション開発における知見の共有を，開発者間だけではなく，利
用者を巻き込んだ形での実現を可能にする技術として，Proxy‑Agent を核とした双方
向型音声認識アプリケーション開発支援技術の開発を行った．双方向型音声認識アプ
リケーション開発パラダイムでは，エンジン開発者とアプリケーション開発者，およ
び利用者が有機的に連携することが可能な枠組みを利用する．その実現には，音声ア
プリケーション用のランタイムモニタリング技術の確立と，そこで得られた情報を効
果的に扱うためのサーバ連携技術が必要である．本研究で実現を目指す，双方向型音
声認識アプリケーション開発パラダイムに必要な具体的な機能としては，利用者の入
力音声や振る舞いを含む，音声アプリケーションのモニタリング機能，モニタリング
した情報をネットワーク経由でサーバに送信するフィードバック機能，フィードバッ
クデータの分析に基づく，音声入力や振る舞いに関する統計データの提供機能，音声
認識エンジンのモデルデータや機能モジュールの配信機能を挙げ，その実現手法に関
する検討を行った．さらにこれらを同時に実現することが可能な枠組みとして，
Proxy‑Agent を用いた音声認識システムの提案を行った．Proxy‑Agent とは，アプリ
ケーションと音声認識エンジンの間に入ってその連携を担当するソフトウエアであり，
アプリケーションから音声認識エンジンに対する制御信号と音声認識エンジンの入出
力に関する情報の収集を行う．本研究では，Eclipse RCP をベースにソフトウエアを
実装し，実際にデータ収集アプリケーション開発や，音声インターフェイス構築用の
ソフトウエア部品の共有ができることを確認した．
また，音声認識アプリケーション開発における最も重要かつ困難な作業の一つとし
て，システムが認識可能な語彙の適切な設計と，実際に利用されている語彙のメンテ
ナンスを挙げ，これらの問題を解決するためのサービスとして，集合知を利用した語
彙情報の収集・共有・管理サービスを構築した．具体的には，語彙情報を集中管理す
るためのオンラインデータベースシステムを構築し，それを利用者に公開する．分野
や品詞，粒度(語を構成する単位の大きさ：単語や複合語，助詞を含んだ節) にとらわ
れない，多種多様な語を対象とし，語彙情報としては，語とその読み情報，その語の
メタ情報を扱えるようにした．さらに，利用者による語彙情報の追加・修正を可能に
し，集合知を利用した語彙メンテナンスの実現を図った．集合知の利用を可能にする
ための条件として，Data Intensive Systems であること，Lexicon Lifecycle の概念
を導入すること，Cooperative Framework を実装することを挙げ，実際に，WWW上の語
彙資源の利用，クエリベースの目的語彙の選別，ウェブベースのアプリケーション連
携の枠組みを実装した．実験では，クエリにより適切な語彙設計が可能になることを
示した．
⑥C 音声インターフェイス構築技術
インターフェイスの構造としてユーザが目にするGUI との親和性が高く，操作の一
貫性があり，さらに，ユーザの曖昧な発話に対しても，それを許容するとともに，曖
昧性の解消を行うインターフェイスを開発した．この方式では，システムの機能の表
現であり，かつGUIの表現である「機能記述」から音声インターフェイスが自動構築で
きるため，開発コストを極めて小さくすることができる．機能記述のためのXML を定
義し，さらに開発を容易にするための，エディタを開発，従来の方式に比べ，記述量
を20 分の1 以下とすることができること，さらに，各種のサーバとの連携により，音
声認識に必要な情報を簡便に獲得することができることを確認した．さらに，実証実
験により，本方法によるインターフェイスのユーザビリティの高さを確認した．
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⑥D 音声インターフェイス評価技術
生体信号計測や二重課題法などの認知実験手法を導入して，心的負荷やストレスな
どの認知的指標と音声インターフェイス設計の問題の関係を分析し，音声インターフ
ェイスの汎用的な評価に有効な指標を明確にするアプローチによって評価方法の確立
を目指した．あわせて，認知実験手法のコストを軽減すべく，被験者の認知的な評価
を推定する環境を構築し，その検証過程を通して音声インターフェイスの設計におけ
る指針の検討を行った．評価マニュアルおよび評価環境の整備を行い，実証システム
の事業におけるシステム評価に導入して有効性を確認した．
⑦ 総合実証評価
⑦A 車載情報機器システム
GUI と親和性が高く，使い勝手の良い車載情報機器用音声インターフェイスを実現
することを目指して，ユーザビリティテストとフィールドデータ収集を繰り返し，車
載情報機器の実証システムの改良を行った．ユーザビリティテストは48 人（延べ人数）
で行い，フィールドデータの収集は135 人で行った．ユーザビリティテストの結果か
ら被験者がタスク実行時に何を学習しているのか，中高年層の振る舞い，PC スキルの
違いによるタスク達成率の差などの問題があることが判明した．このため，これらの
問題点に焦点を当てたフィールドデータの収集を行った．
また，音声認識の普及のためには使い続けたいと感じる音声インターフェイスであ
ることが必要であることから，音声認識カーナビゲーションシステムの使用意欲に関
しても調査を行った．ユーザビリティテストおよびフィールドデータ収集の結果，ス
ムーズな操作を実現するためには，1 アプリケーションの仕組みを知らせること，2 具
体的な対応方法をユーザに知らせること，3 何か情報を呈示する際は，呈示の前にユ
ーザの注意を引く工夫をすることの３つの設計指針が大切であることが判明した．40
人の被験者を対象として，上記の設計指針の元に開発された実証システムを用いたユ
ーザビリティテストを実施した結果，95 ％の利用者で95 ％のタスク達成率を達成す
ることができた．しかし，使用意欲の調査から，「タスク達成率が高いこと」と「ず
っと使い続けたいと感じること」は別であることが判明した．このことは，本研究の
当初は想定していなかった点である．初心者でも使えて，かつ，ずっと使い続けたい
と感じるためには，ユーザの習熟度に合わせてシステムの振る舞いを変える必要があ
ることを明らかにした．
⑦B 情報家電実証システム
開発した各要素技術の検証を行い，問題点を抽出するとともに，その有効性を確認
するため，情報家電を対象タスクとする総合評価システムを構築し，一般ユーザによ
る評価実験を行った．放送，蓄積メディアの利用，インターネット利用など実用的な
タスクを想定し，開発したデコーダ，ランタイムモニタリング技術，ならびにインタ
ーフェイス構築技術を統合し，実証システムを構築した．音声認識直接用いずに，ユ
ーザの期待する動作を検証するためのWizard of Oz 法による，評価，試作システム評
価などを繰り返し，最終評価実験では，50 名の被験者による評価実験を実施し，48 名
の被験者で音声操作によるタスク達成率が95%以上を達成した．
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３−１−３−Ｃ 特許出願状況等
表2に，メディアで紹介された件数と，論文発表の件数，特許出願件数を示す．
⑥Bのテーマにおける研究発表では，2008年度情報処理学会山下記念研究賞を受賞し
た．
尚，プロジェクト終了直後のため，現段階では審査が終了した特許はなく，従って
ライセンスの実績もない．
表2．特許・論文等件数
要素技術
メディア
論文・発表 論文の被
特許出願
での紹介
数
引用度数
件数
①声分離技術
6
10
0
3
（早大，沖電気）
② 声／非音声判別技
0
6
1
1
術 （日立製作所）
③精度デコーダ技術
0
35
28
0
（東京工業大学）
④多言語化技術
0
3
0
4
（東芝）
⑤高次言語モデル利
0
2
0
4
用技術 （日本電気）
⑥A性能予測技術
0
2
0
0
（旭化成）
⑥Bランタイムモニタ
0
10
1
0
リングとサーバ連携
技術
（早大）
⑥C音声インターフェ
0
5
0
0
イス構築技術
（早大・三菱電機）
⑥D音声インターフェ
0
0
0
0
イスの評価技術（早
大）
⑦A車載情報機器シス
0
3
0
2
テム （旭化成）
⑦B情報家電実証シス
0
1
0
0
テム （三菱電機）
計
6
77
30
11
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表３

論文，投稿，発表，特許リスト

題目・メディア等
①音声分離（沖電気・早稲田大学）
紹介
テレビ東京 ワールドビジネスサテライト トレンドたまご「瞬時
(TV)
に声を識別：音源分離マイク」
紹介
日経エレクトロニクス2009年5月4日号 NEレポート「処理遅延の小
(雑誌) さい音源分離モジュール，OKIと早大が共同開発」
紹介
日本情報産業新聞 4月6「特定音源の抽出技術 組込み用にモジュー
(新聞) ル化」
紹介
電波新聞 4月1日「特定方向からの音を分離・抽出 組込み機器向け
(新聞) 小型音源分離モジュール」
紹介
日刊工業新聞 3月26日「特定方向の音抽出 組み込み機器向け 音源
(新聞) 分離モジュール」
紹介
日経産業新聞 11月17日「特定の人の声だけ抽出 『音声リモコンへ』
(新聞) ／ＯＫＩと早稲田大学」
発表
OKIテクニカルレビュー215号「超臨場感テレワークシステム」
発表
OKI 第85期事業報告書「特定方向からの音を分離・抽出する組み
込み機器向け「小型音源分離モジュール」を開発」
発表
OKI 2009年度アニュアルレポート「特定方向からの音を分離・抽
出する組み込み機器向け「小型音源分離モジュール」を開発」
発表
OKIプレスリリース「特定方向からの音を分離・抽出する組み込み
機器向け「小型音源分離モジュール」を開発」
発表
OKI Technical Review No.213「Sound Processing Technologies for
Realistic Sensations in Teleworking」
発表
OKIテクニカルレビュー213号「臨場感テレワークにおける音処理技
術」
発表
ICASSP2008「Speech enhancement using square microphone array
for mobile devices」
発表
WASPAA2007「Sound source separation using null‑beamforming and
spectral subtraction for mobile devices.」
発表
日本音響学会2007年秋季研究発表会「指向性雑音と拡散性雑音の混
在する環境を対象とした携帯端末向け音声強調の検討」
発表
日本音響学会2007年春季研究発表会「空間フィルタとポストフィル
タを用いた背景雑音抑圧」
特許
特願2009‑282024「音源分離装置、方法及びプログラム」
特許
特願2009‑282025「音源分離装置、方法及びプログラム」
特許
特願2009‑282026「音源分離装置、プログラム及び方法」
③ 声／非音声判別（日立製作所）
発表
日本音響学会2009年秋季研究発表会「音声認識・理解のための特徴
抽出」
発表
日本音響学会2008年秋季研究発表会「天井マイクを用いたボタンレ
ス音声認識のための音声・非音声判別の予備検討」
発表
FIT2009「生活環境下でのボタンレス音声認識のための評価データ
ベース構築」
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時期
H20.11
H21.05
H21.04
H21.04
H21.03
H20.11
H21.10
H21.06
H21.06
H21.03
H20.10
H20.10
H20.03
H19.10
H19.09
H19.03
H21.12
H21.12
H21.12
H21.09
H20.09
H20.09

発表
発表
発表
特許

Interspeech2008「Intentional Voice Command Detection for
Completely Hands‑Free Speech Interface in Home Environments」
日本音響学会2007年秋季研究発表会「音声・非音声判別のための家
庭環境音響データベース作成」
Interspeech2007「Always Listening to You: Creating Exhaustive
Audio Database in Home Environments」
出願No.P2008‑247948「音声認識による機器制御装置」

④
高精度デコーダ（東京工業大学）
論文
Computer Speech and Language「Harnessing graphics processors
for the fast computation of acoustic likelihoods in speech
recognition」
論文
電子情報通信学会論文誌「WFST音声認識デコーダにおける
on‑the‑fly合成の最適化処理」
論文
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing「Robust speech
recognition using factorial HMMs for home environments」
発表
ICASSP 2009「 Generalization of specialized on‑the‑fly
composition」
発表
ICASSP 2009「 Fast acoustic computations using graphics
processors」
発表
INTERSPEECH 2009「 Target Speech GMM‑based Spectral
Compensation for Noise Robust Speech Recognition」
発表
INTERSPEECH 2009「 Robust Speech Recognition Using
VAD‑measure‑embedded Decoder」
発表
APSIPA ASC 2009「 Robust Speech Recognition Using
VAD‑measure‑embedded Decoder」
発表
APSIPA ASC 2009「Recent Development of WFST‑Based Speech
Recognition Decoder」
発表
インタラクション2009「音声による３次元直接操作インタフェー
ス」
発表
日本音響学会2009年秋季研究発表会「WFST駆動の音声認識を用いた
乗換案内システムにおける駅名の統計情報の利用」
発表
日本音響学会2009年秋季研究発表会「目的音GMM尤度基準スペクト
ル補正法の諸評価」
発表
日本音響学会2009年秋季研究発表会「 Recent Functionality
Improvements to the T3 Speech Decoder」
発表
Interspeech 2008「 Implementation and Evaluation of Fast
On‑the‑fly WFST Composition Algorithms」
発表
日本音響学会2008年春季研究発表会「 WFST音声認識デコーダの省
メモリ化に関する検討」
発表
日本音響学会2008年秋季研究発表会「音声入力によるマウスの直接
操作の検討」
発表
日本音響学会2008年秋季研究発表会「目的音GMMを用いたスペクト
ル補正フィルタの提案」
発表
日本音響学会2008年秋季研究発表会「 WFSTデコーダにおける
on‑the‑fly合成の高速化に関する検討」
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H20.09
H19.09
H19.08
H20.08
出願済
H21.3

H21.6
H19.5
H21.4
H21.4
H21.9
H21.9
H21.10
H21.10
H21.3
H21.9
H21.9
H21.9
H20.9
H20.3
H20.9
H20.9
H20.9

発表
発表
発表
発表
発表
発表
発表

発表

発表
発表
発表
発表
発表
発表
発表
発表
発表
⑤
発表
発表
発表

日本音響学会2008年秋季研究発表会「 Using Graphics Hardware to H20.9
Accelerate a Large Vocabulary Speech Decoder」
日本音響学会2008年秋季研究発表会「 WFST‑based Icelandic ASR H20.9
Using Machine Translation」
電子情報通信学会 技術研究報告「Initial Evaluation of the
H20.3
Drivers' Japanese Speech Corpus in a Car Environment」
情報処理学会 研究報告「WFST音声認識デコーダの高機能化とその H20.7
応用 ‑on the fly合成法の検討‑」
ICASSP2007「Speech recognition using FHMMs robust against
H19.4
nonstationary noise」
EUSIPCO 2007「Home‑environment adaptation of phoneme Factorial H19.9
Hidden Markov Models」
Symposium on Large‑Scale Knowledge Resources(LKR2007)
H19.3
「Comparative study on robust speech recognition against
nonstationary noise in the home environment」
Automatic Speech Recognition and Understanding「Introduction H19.12
of the Meti Project "Development of fundamental speech
recognition technology」
Automatic Speech Recognition and Understanding「The TITech
H19.12
large vocabulary WFST speech recognition system」
日本音響学会2007年春季研究発表会「 Preliminary Evaluations
H19.3
of a WFST Speech Decoder」
日本音響学会2007年秋季研究発表会「 A prototype spoken natural H19.9
language interface for information access on mobile phone」
日本音響学会2007年秋季研究発表会「 WFSTを用いた音声認識デコ H19.9
ーダの機能拡張」
情報処理学会 研究報告「WFST音声認識デコーダの開発とその性能 H19.10
評価」
人工知能学会資料 AIチャレンジ研究会「話し言葉音声の認識精度 H19.11
向上のために」
Symposium on Large‑Scale Knowledge Resources(LKR2006)「FHMM H18.3
for robust speech recognition in home environment」
4th Joint Meeting ASA & ASJ「Robust speech recognition for home H18.11
environments using factorial hidden Markov models」
日本音響学会2006年春季研究発表会「Family adaptation of
H18.3
Factorial HMMs for personal robots」
多言語化技術（東芝）
音声言語情報処理研究会「Delta‑logF0に基づく韻律特徴量を用い H.20.07
た耐雑音性の高い声調認識」
音声言語情報処理研究会「適応学習を用いた音響モデルの言語間 H.20.07
適応手法の開発」
Interspeech 2009「 Noise‑Robust Tone Recognition based on
H.21.09
Shift Estimation on a Logarithmic Period Scale」
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特許

出願P2008050313「特徴量抽出装置，方法及びプログラム」

特許

出願P2008248000「基本周波数変化量抽出装置，方法及びプログラ
ム」

特許

出願P2007276236「音素モデルをクラスタリングする装置，方法お
よびプログラム」

特許

出願P2008049207「音素モデルクラスタリング装置，方法及びプロ
グラム」

⑥
高次言語モデル（日本電気）
発表
日本音響学会2008年秋季研究発表会「発話パターンに基づくキーワ
ード種類識別を用いた音声認識」
発表
日本音響学会2008年春季研究発表会「確率モデルを用いた略語自動
生成手法の検討」
特許
特願2007‑248564 「略語生成装置およびプログラム，並びに，略語
生成方法」
特許
特願2007‑330154「単語カテゴリ推定装置，単語カテゴリ推定方法，
音声認識装置，音声認識方法，およびプログラム」
特許
特願2008‑304564 「言語モデル作成装置」
特許

特願 2008‑218605 「音声認識仮説検証装置，音声認識装置，それ
に用いられる方法およびプログラム」
⑥A 性能予測技術（旭化成），⑦A 車載情報機器システム（旭化成）
発表
Interspeech 2008「Analysis of Drivers
Speech in a Car
Environment」
発表
日本音響学会 2008 年秋季研究発表会「自動車運転行動中日本語音
声を用いた認識性能分布推定の検討」
発表
日本音響学会2008年秋季研究発表会「車載情報機器プロトタイプの
ユーザビリティ評価によるユーザプロファイルの分析」
発表
Interspeech 2009「Usability Study of VUI consistent with GUI
Focusing on Age‑Groups」
発表
音声言語情報処理研究会「人間の多様な振る舞いを考慮した音声UI
の必要性」
特許
出願No.2009‑003711「ユーザ音声診断装置及びユーザ音声診断方
法」
特許
出願No.2009‑009964「習熟度判定方法および音声対話方法」
⑦ B ランタイムモニタリング技術およびサーバ連携技術（早稲田大学）
受賞
「集合知を利用した語彙情報の収集・共有・管理システム」にて，
情報処理学会山下記念研究所を受賞
発表
情報処理学会・音声言語情報処理研究会「Proxy‑Agent を核とした
双方向型音声認識アプリケーション開発支援の実現」
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H20.02
審査請
求
H20.09
審査請
求
H19.11
審査請
求
H20.02
審査請
求
H20.09
H20.03
H19.09
出願
H19.12
出願
H20.11
出願
H20.08
出願
H20.9
H20.9
H20.9
H21.9
H21.10
H21.01
H21.01
H21.07
H21.02

発表

情報処理学会・音声言語情報処理研究会「集合知に基づく語彙情報
を用いたトピック依存言語モデリング」
発表
日本音響学会2008年秋季研究発表会「音声認識アプリケーション開
発のための語彙情報サービス」
発表
情報処理学会・音声言語情報処理研究会「（パネル討論）：アプリ
ケーション開発における音声認識」
発表
情報処理学会・音声言語情報処理研究会「集合知を利用した語彙情
報の収集・共有・管理システム」
発表
日本音響学会2008年春季研究発表会「 Proxy‑Agent を用いたウェ
ブアプリケーション用音声認識システムの開発」
発表
情報処理学会・音声言語情報処理研究会「 Proxy‑Agent を用いた
音声認識対応ウェブアプリケーション開発フレームワークの提案
と実装」
発表
ASRU 2007「Extensible Speech Recognition System Using
Proxy‑Agent」
発表
情報処理学会・音声言語情報処理研究会「ProxyAgent: 音声認識シ
ステム機能拡張のための新たなコンポーネント」
発表
情報処理学会・音声言語情報処理研究会「プロキシエージェントア
ーキテクチャによる音声認識アプリケーション用ユーザモニタリ
ング機能の効率化」
⑥C 音声インターフェイス構築技術（三菱電機・早稲田大学）
⑦B 情報家電実証システム（三菱電機）
発表
Interspeech 2008「Design and Formulation for Speech Interface
Based on Flexible Shortcuts」
発表
CHI 2008「Flexible Shortcuts: Designing a New Speech User
Interface for Command Execution」
発表
情報処理学会・音声言語情報処理研究会「UI設計とユーザビリティ
：音声インタフェースの課題（音声認識実用化に向けて）」
発表
日本音響学会2007年秋季研究発表会「機能構造と連続キーワード入
力を利用した音声インタフェースのユーザビリティ評価」
発表
日本音響学会2007年秋季研究発表会「 GUI とのアナロジーに基づ
いた音声インタフェースの提案と評価」
発表
情報処理学会・音声言語情報処理研究会「アプリケーションの機能
構造に基づく音声インタフェースの提案と評価」
⑥D 音声インターフェイス評価技術（早稲田大学）
発表
日本音響学会2008年秋季研究発表会「音声対話システム利用時にお
ける感情表出誘因性に関する考察」
発表
日本音響学会 2007 年秋季研究発表会「音声インタフェース操作にお
ける慣れの影響」
発表
情報処理学会・音声言語情報処理研究会「音声インタフェース評価
における慣れの影響の分析」
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H21.02
H20.11
H20.10
H20.05
H20.03
H20.02

H19.12
H19.10
H19.02

H20.11
H20.04
H19.10
H19.09
H19.09
H19.07

H20.09
H19.09
H19.07

３−２−Ｃ 目標の達成度
目標に対する成果・達成度を表5に示す．
表に示すとおり，すべての目標を達成した．
表5．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
①声分離技術

小型音声分離装置の試
作

②音声／非音声判別技術

話者100 人規模の音声
と雑音の両方を含むデ
ータベース，音声/非音
声判別率95%以上

③ 精度デコーダ技術

音声認識ソフトウエア

④多言語化技術

声調認識誤り改善率
20%以上，学習用音声コ
ーパスの半減，タイ語
・中国語 での実証，音
声コーパス(北京語，広
東語，タイ語)
4万文規模のテキスト
必要コーパスを収集
コーパス，コーパス収 言語モデル学習コーパス
集コスト1/10
量を1/10 にしても従来と
同等の性能が得られる言
語モデル構築方式を開発
性能予測ソフトウエ
性能予測アプリケーショ
ア，日本語音声コーパ ンソフトウエアを開発
ス，許容誤差±5%の性 ±5%以内の誤差範囲で予
能分布曲線
測できることを確認
必要コーパスを収集

⑤高次言語モデル利用技
術

⑥A性能予測技術
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基本方式及び試作機の開
発，試作機を用いたデータ
収集・評価
指向性雑音SN15dB 拡散性
雑音SN15dB において，
PESQ3.0を実現
3.5cm × 3.5cm の音声分
離小型モジュールを開発
意図的音声コマンド検知
の基本方式を開発
HITHOME07 データベースに
対し，95.15%の平均判別率
HITHOME08 データベースに
対し，95.29%の平均判別率
（ユーザによる感度調整
あり）
フレキシブルデコーダと
連携
WFSTデコーダソフトウエ
アを開発
認識時間を16 分の1 程度
に削減
80% 以上のメモリ消費量を
削減
声調認識の誤りを20%以上
改善
必要な音声コーパス量を
半減できることを確認
必要コーパスを収集

達成
度
達成

達成

達成

達成

達成

達成

⑥Bランタイムモニタリ
ングとサーバ連携技術

音声認識アプリケーシ
ョン開発支援ソフトウ
エア・サービス，パフ
ォーマンスの低下１０
％以下，一ヶ月以上の
安定稼働

⑥C音声インターフェイ
ス構築技術

音声インターフェイス
自動構築の枠組み・ソ
フトウエア，記述量を
1/10以下

⑥D音声インターフェイ
スの評価技術

音声インターフェイス
評価マニュアル

⑦A車載情報機器システ
ム

９５％以上の利用者で
９５％以上のタスク達
成率
９５％以上の利用者で
９５％以上のタスク達
成率

⑦B 情報家電実証システ
ム
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Proxy‑Agent を核とした双
方向型音声認識アプリケ
ーション開発支援技術・ソ
フトウエアを開発
集合知を利用した語彙情
報の収集・共有・管理サー
ビスを構築
機能記述のためのXMLの定
義とエディタを開発
20 分の1 以下の記述量を
達成
インターフェイスのユー
ザビリティの高さを確認
評価マニュアルおよび評
価環境を整備
実証システムの事業にお
けるシステム評価への導
入・有効性を確認
９５％以上の利用者で９
５％以上のタスク達成率
を達成
９５％以上の利用者で９
５％以上のタスク達成率
を達成

達成

達成

達成

達成

達成

４−Ｃ．事業化，波及効果について
４−１−Ｃ 事業化の見通し
① 音声分離技術（事業主体：沖電気工業）
開発した音声分離機能を携帯電話に搭載し，騒音環境下における通話品質向上を実現
する．具体的には，すでに商品化している音声信号処理ライブラリ「eおとエンジン」
に機能追加し，高品質化機能をトータルで提供する計画である．2010年の商品化を目指
して，携帯電話に適したマイク配置，歪の低減，演算量削減などの方式開発，商品化開
発を実施中である．
また，顧客と遠隔のオペレータをネットワークでつなぐことで，本人確認や各種取引
・情報提供・相談などを行うリモートブランチターミナルの音声入力部にも適用を検討
している．現在，汎用DSPを用いた音声分離モジュールを試作中であり，2010年度ター
ミナルに組み込んだ評価を実施予定である．
②

音声／非音声判別技術（事業主体：日立製作所）
プロジェクト終了後，本研究成果の事業化シナリオの見直しを行い，情報・システ
ム部門および関連グループ会社を事業化主体として優先することとした．その結果，
コールセンターの通話音声解析などの事業において，プロジェクト成果の活用の目途
が立ちつつある．2010年度中には製品搭載のための方式開発を終え，2011年度の事業
化を目指す．
事業化に向けては，家庭環境に限定されない様々な環境に対応するための方式の修
正や，製品で用いるプロセッサの処理能力に対応した計算量削減などの課題が残され
ているが，これまでに培ったマイコン向け音声認識技術の軽量化のノウハウなどを適
用することにより，解決できる見込みである．
③

多言語化技術（事業主体：東芝）
音声認識技術をビジネスとして成立させるためには，グローバルなビジネス展開が必
要であり，そのためには多言語対応が必須となるが，２つの壁がある．
1) 開発コスト（手離れまでのコスト）の壁：言語毎に多量の音声データを収集する必
要がありコストは膨大
2) 言語音響特徴の壁：アジアでは声調言語が多い
本プロジェクトにおける「多言語化技術」で開発した，「言語適応技術」により1)の
壁を，「声調認識技術」により2)の壁を超え，対応言語の拡大を図り音声認識市場拡大
に対応する．
上記を踏まえ，成果の事業活用計画であるが，音声認識ミドルウェア，およびそれを
搭載するハードウェアモジュールを市場に投入し，顧客の音声ソリューションを実現す
る．特に，多言語展開により顧客の世界市場展開をサポートする．本プロジェクト成果
を生かした多言語音声ミドルウェアを２０１１年までに上市する．
①

高次言語モデル利用技術（事業主体：日本電気）
本研究成果の事業化に関し検討を行い，音声認識を用いた会議議事録作成支援事業に
おいて，NECが研究成果を活用する見込み．2010年度中に言語モデル構築サービス業務
で使用するツールへの組込みを検討し，2011年度の事業化を目指す．
事業化に向けては，音声認識対象タスクに応じた開発方式のチューニングや，現在の
作成手順と整合性をとるといった課題があるが，これまでに蓄積したデータを元に評価
・開発を行うことで解決できる見込みである．
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⑤A 性能予測技術（事業主体：旭化成）
カーナビベンダーが音声認識エンジンを採用する際に，想定される実使用環境（車種，
走行状態，路面）における音声認識性能分布がどのようになるかという問い合わせを受
けることが多かった．しかし，従来は，実使用環境で音声認識評価実験をしてみる以外
にそのような問い合わせに回答する方法はなく，カーナビベンダー側での工数とコスト
が嵩むという問題があった．今回の要素技術の開発により，±5%の精度で音声認識性能
分布を予測し，カーナビベンダーに提供することが可能になるため，カーナビベンダー
側は工数とコストを増加することなく，企画したカーナビ商品の想定実使用環境におけ
る音声認識性能の見積もりを行うことが可能になる．２０１１年を目処に，本技術を音
声ソリューションライセンス事業の現場に適用する．
構築した自動車運転行動中日本語音声コーパスは直ぐに音声認識エンジンの改良に
活用でき，改良した音声認識エンジンをライセンス事業に展開する．
⑥C音声インターフェイス構築技術（⑦B情報家電実証システム成果を含む）
（事業主体：三菱電機）
音声インターフェイス構築技術については，
1) 対象アプリケーションの機能構造の記述からの音声インターフェイス自動構築
S/W を組み込んだ製品の事業化
2) 対象アプリケーションの機能構造の記述方式の標準化，あるいは，規格公開によ
る記述方法を活用する製品の事業化（事業主体として，三菱電機を含む音声イン
ターフェイス関連製品開発企業）
3) 対象アプリケーションの機能構造に着目した GUI との親和性の高いフレキシブ
ルショートカットの設計方法に基づく音声インターフェイスを持つ製品の事業
化
4) 対象アプリケーションの機能構造に着目した GUI との親和性の高いフレキシブ
ルショートカットの情報家電実証システムの評価結果から得られた設計ガイド
ラインに基づく音声インターフェイスを持つ製品の事業化
が考えられる．三菱電機では，研究成果を音声インターフェイスの事業化実施部門で
ある車載機器設計部門との間で討議し，製品への活用方法の具体化を進めている．
上記のうち，4)については，製品設計ガイドラインの策定を実施中であり，2011年
以降の製品設計へ適用する予定である．
また，1)，3)に関しては，事業化のために，車載機への適用の場合の事業上の詳細
課題の洗い出し，顧客へのアピールのための，プロトタイプを2009年度に作成，2010
年度に，顧客へのプレゼンテーションを実施し，3)，1)の順に，2011年度以降の製品
への適用を図る予定である．
また，2)については，1)，3)の有効性を三菱電機が学会等でアピールし，特に，2012
年頃から本格化すると予想されている車載機のWebサービス活用をターゲットとして，
関連企業との連携を検討する予定（2009年に，関連企業フォーラムにおける発表を1
件実施）．
⑥D 音声インターフェイス評価技術（事業主体：三菱電機）
研究開発に参画した三菱電機では，音声インターフェイスの事業化を進めている車載
機部門に，本研究成果を示し，製品開発段階で実施する評価の実施手順書への反映の検
討を行っている．実施する評価実験に，2010年より，反映させるとともに，2012年に計
画の評価システムの構築に成果を利用の予定である．
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② A 車載情報機器システム（事業主体：旭化成）
今回の事業実施を通じ，GUI と親和性が高く，使い勝手の良い車載情報機器用音声イ
ンターフェイスの設計指針をまとめた．この設計指針を基には，「誰でも使える音声イ
ンターフェイス」を開発し，音声インタフェースソリューションライセンス事業を展開
する．但し，今回の事業実施を通じ「誰でも使えること」と「ずっと使い続けたいこと」
は別であることが判明した．これは当初想定していなかった点であり，今回まとめた設
計指針では対応できない点である．「ずっと使い続けたい」音声インターフェイスアプ
リケーションを開発するためには，動的にユーザの習熟度を判定してシステムの振る舞
いを変える必要があると推測される．フィールド実験により，この推測を確認する．２
０１１年度を目処に，「ずっと使い続けたい」音声インターフェイスアプリケーション
製品を上市する．
４−２−Ｃ 波及効果
① 音声分離技術
音声認識の精度向上を目的として開発した音声分離技術が，騒音下音声通信における
通話品質の向上に適用可能である．また，音声分離マイクを複数方向に向けて配置し，
方向ごとの音源を分離収録して多チャンネル伝送すれば，再生側において音源の方向感
の再現が可能であり，音の臨場感改善に応用できる．
②

音声／非音声判別技術
音声認識の精度向上を目的として開発した音声／非音声判別技術が，音声通話システ
ムにも適用可能であることがわかった．テレビ会議システムにおいては，マイクロホン
アレイにより分離した複数音源から，通話音と雑音を識別するために，本プロジェクト
の成果を応用できる．
③

高精度デコーダ技術
本プロジェクトで開発した高精度デコーダに関し，NICTで行われているMASTERプロジ
ェクトにおいて，音声対話・翻訳装置の音声言語処理能力の飛躍的向上に活用するため，
「音声言語処理のための音声認識デコーダ技術の研究開発」の先導研究型委託研究が東
京工業大学に委託され，研究開発が継続されている．
④

多言語化技術
多言語化技術の「声調認識」において開発した高精度なＦ０特徴抽出技術は，音声認
識の多言語展開にとどまらず，高騒音下での音声認識性能の向上に寄与する．また，「言
語適応」に関して得られた知見は，音声合成技術の多様性向上への応用も可能である．
⑤

高次言語モデル利用技術
当初テレビ番組やレストランといった，音声を用いた検索インタフェース向けに開発
した高次言語モデル利用技術であるが，会議音声やコンタクトセンタ音声といった自由
発話音声の認識にも適用できることが期待される．会議やコンタクトセンタでなされる
会話には，議題や扱う商品のように，カテゴリに分類できるキーワードが含まれたり，
場面に応じて固有な略称が含まれたりするため，本プロジェクトで開発した高次言語モ
デル利用技術が応用できると考えている．
⑥A 性能予測技術
想定される実使用環境における音声認識性能を左右する物理量（滑舌度，話者固有度，
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SNNRなど）とその組み合わせ条件が具体的に特定されたことにより，使用環境における
音声認識性能を改善するために注力すべき観点が明確となった．これにより，実使用環
境の音声認識性能を大幅に改善できる見通しがついた．
⑥B ランタイムモニタリングとサーバ連携技術
本プロジェクトで開発したランタイムモニタリングとサーバ連携技術の中核をなす
ソフトウエア（Proxy‑Agent）に関し，NICTで行われているMASTERプロジェクトにおい
て，アプリケーション開発者による音声認識の要素技術のより適切な統合をサポートす
るための環境を構築するため，「分散型音声認識アプリケーション開発プラットフォー
ムのための基盤技術の研究開発」の先導研究型委託研究が早稲田大学に委託され，研究
開発が継続されている．
⑥C 音声インターフェイス構築技術
クラウドコンピューティングの時代では，端末を通してユーザが得られるサービス，
機能は端末に依存しないものとなり，インターフェイスのユーザビリティこそが製品価
値となる．本研究の「インターフェイス構築方法」は，音声認識の利用にとどまらず，
GUIの構築方法，ならびに，その設計に設計指針を与え，GUIの自動構築方式の事業化へ
の応用が可能である．
③ A 車載情報機器システム
音声インターフェイスの使用意欲に関する調査から，「タスク達成率が高いこと」と
「ずっと使い続けたいということ」は別であることが判明した．このことは当初想定し
ていなかった点である．これまであまり注目されてこなかった新たな物理量（発話タイ
ミングなど）に着目して，動的にユーザの習熟度を判定し，習熟度の時間変化に応じて
システムの振る舞いを変える音声インターフェイスの開発に成功すれば，国内外で，車
載情報機器のみならず，情報家電，モバイル機器，住宅設備などにおいて，今後さらな
る音声インターフェイスアプリケーションの普及を図ることが可能である．これにより，
高齢者を含む幅広い世代にユニバーサルな音声インターフェイスを日常生活に定着さ
せることができる．
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
本事業を構成する要素技術間の関連を図3に示す．
３章にも概略を述べたが，①，②，③，⑤が実環境下での高精度な音声認識エンジン
を実現する技術である．③の適応能力に優れる高精度デコーダ技術を核として，①の音
声分離技術，②の音声／非音声判別技術が，耐雑音性を実現する前処理として機能する．
④，⑥は，音声認識システムの開発効率を高めるために技術である．④の他言語化技
術は，エンジンに必要な音響モデル，言語モデルの少量コーパスでの開発を可能にする．
⑥のプロキシエージェントの部分は，音声応用システムとインターネット上のサーバ群
との連携を可能にするモジュールであり，これを利用してランタイムのデータを開発者
に上げてシステム改良に役立てたり，修正エンジンを利用者に戻したりすることを可能
にする．その他に，性能予測や音声インタフェースの構築ツールがあって，良質の音声
インタフェースの簡易な開発を可能にする．
これらの個々の技術を実現するために，表6のような計画がたてられた．また，最終
年度である2008年度には，それぞれの要素技術の統合を行って，有機的に機能するシス
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テムを完成させることが計画された．各研究グループは，各々の担当する要素技術の開
発を表６に従って順調に進め，最終目標を達成した．

図6.

実施項目
／年度
①音声分
離技術

②音声／
非音声判
別技術

１８
評価用雑音データベー
ス構築する
雑音抑制，音声分離の
有用技術を調査し，有
用性をシミュレーショ
ン実験によって評価す
る
現有方式を小型のハー
ドウェアに実装し評価
する
・生活環境騒音および
生活環境騒音下音声の
データベースを被験者
１００人規模で構築す
る．
・課題となる生活環境
音の優先度を決定す
る．
・構築したデータベー
スを用いて，性能評価
を行い，音声／非音声
識別率８０％を実現す
る．
・高精度フレキシブル
デコーダとの連携方式
に関する基本仕様を決
定する．

テーマ間の関連図．

表6．研究開発計画
１９

２０

・試作機上で，PESQ利用 ・下記の条件を満足
のMOS値が2であった
する小型音声分離
拡散性雑音重畳音声
装置を試作する
に対しMOS値3以上の
‑ 実装面積9cm2 = 3
音声分離性能を実現
㎝×3㎝程度)
する
‑ 実環境音声に対
してMOS値3以上
の音声分離性能
‑ 遅延100ms以内
・話者の自然かつ自発的
な発声と，自然かつ自発
的な行為に基づく雑音
とから成る生活環境下
音声・
雑音データベースを，話
者１００人規模で完成
させる．
・実環境データに対し，
９０％以上の音声／非
音声判別率を達成する．
・音声／非音声判別と高
精度フレキシブルデコ
ーダをオフラインで連
携動作させる．
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・ 生活環境下音声・
雑音データベースに
対し，音声／非音声
判別率９５％以上を
達成する．
高精度フレキシブル
デコーダとの連携を
完成させ，システム
全体での「９５％以
上の話者に対し９
５％以上の認識率」
という目標達成に寄
与する．

③高精度
デコーダ
技術

④多言語
化技術

⑤高次言
語モデル
利用技術

⑥A性能
予測技術

・雑音と話者性に対す
る適応技術を評価し，
デコーダとの整合性の
よい技術の開発方針を
決定する．
・上記適応化技術に対
応した音響モデルの開
発方針を決定する．
・ＷＦＳＴベースで，
スケーラビリティのよ
いデコーダを設計し
て，プロトタイプを開
発する．
声調認識のための音声
徴抽出方式について，
従来方式の性能と問題
点を明らかにする．
言語適応方式につい
て，従来手法の性能と
問題点を明らかにす
る．

・高精度デコーダ技術に
関して，生活環境騒音下
で，騒音や話者の変化に
適応的に動作する方法
を
確立する．
（Ｂ）高精度フレキシブ
ルデコーダ開発
・メモリやＣＰＵの制約
に対してフレキシブル
な構成を実現する．

・実際の生活環境下
において，９５％以
上の利用者で９５％
以上のタスク達成率
を実現する，高精
度フレキシブルデコ
ーダ技術を確立す
る．

・声調認識のための音声 ・声調認識のための
特徴抽出方式を開発
音声特徴抽出方式
し，従来手法から誤り
を改良し，従来手
改善率10％を達成す
法から誤り改善率
る．
20％以上を達成す
・言語適応方式を開発
る．
し，タイ語において， ・言語適応方式を改
学習用音声コーパス半
良し，タイ語・北
減を目標とする．
京語・広東語にお
いて学習用音声コ
ーパス量を半減
し，その言語汎用
性を確認する．
評価タスクに関する ・前年と異なる評価タス ・言語モデル学習デ
音声・言語コーパスの クに関する音声・言語
ータ量を1/10に削
開発
コーパスの開発
減可能な高次言語
開発されたコーパス ・前年・今年のコーパス モデル方式の開発
の言語現象分析・それ に対し言語モデル学習 ・高精度デコーダと
に基づく方式検討
データ量を半減可能な
の結合
高次言語モデル方式の
開発
・高精度デコーダとの結
合インタフェース検討
性能予測技術の基本設 ・性能予測技術の方式の ・性能予測技術の改
計
開発
良方式の見直し
日本語音声コーパスの ・車載情報機器固有１タ ・情報家電固有１タ
分析と分類
スクの不足日本語音
スクの不足日本語
声コーパスの収集
音声コーパスの収
・車載情報機器固有１タ
集
スクに対する性能予 ・情報家電固有１タ
測技術の評価改良
スクに対する性能
予測技術の評価改
良
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⑥Bラン
タイムモ
ニタリン
グとサー
バ連携技
術

プロキシ・エージェン
ト型音声認識システム
のプロトタイプを開発
エージェント管理サー
バのプロトタイプを開
発

⑥C音声
インター
フェイス
構築技術

音声インターフェイス
構築方式基本設計（機
能構造に着目したイン
ターフェイス
検討用データベース構
築

⑥D音声
インター
フェイス
の評価技
術

技術調査と評価実験に
基づく基本方式検討を
行う．

⑦A車載
情報機器
システム

車載情報機器システム

⑦B情報
家電実証
システム

要求使用検討
タスク分析

・プロトタイプを改良し ・利用者と開発者の
実現可能性を向上
間のフィードバッ
・提案手法に基づくアプ
クループに必要な
リケーションの効率的
枠組みを実装
な開発ツールを開発
・高精度デコーダ技
・提案手法に基づいてア
術や性能予測技術
プリケーションを１つ
との連携
以上開発
・フィードバックを
用いたシステムの
継続的な改善が実
際に実現可能であ
ることを検証
・音声インターフェイス ・音声インターフェ
構築方式詳細設計（機
イス構築方式有効
能構造記述による自動
性評価・改良
構築方式）
・機能記述方式詳細
・機能記述方式基本設
評価，
計
・機能記述方式ツー
ル作成記述性評価
音声インターフェイス
音声インターフェイ
評価実験のための音声
スを認知的側面から
インターフェイス機能
評価する際の指針を
実装および実験環境の
検討し，マニュアル
準備を行う．
の形で整備する．
音声インターフェイス
機能の評価と認知的指
標との関係を明確化す
る．
・車載情報機器実証シス ・実証システムの方
テムの方式開発
式の研究
・テスト版車載情報機器 ・テスト版実証シス
実証システムの詳細
テムのユーザビリ
設計，試作，評価
ティ評価・改善
・実証システムの詳
細設計，試作，評
価
・実証システムS/W設計 ・実証システム開発
・予備評価
・評価実験

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，学校法人早稲田大学が経済産業省
からの委託を受けて実施した．また，再委託先として東京工業大学，沖電気工業株式会
社，株式会社日立製作所，株式会社東芝，日本電気株式会社，旭化成株式会社，三菱電
機株式会社，東北工業大学（平成20年度より参加）が参加した．それぞれの担当テーマ
は図４記載の通りである．この実施体制は，担当分野に対し経験ある国内有力企業・大
185

学が結集したものであり，考えうる最適なものと考える．
研究開発の実施に当たっては，研究開発を統括するためのプロジェクトリーダー（東
京工業大学 古井貞煕）を設置するとともに，研究進捗状況の確認およびプロジェクト
の方向性の検討を行うため，プロジェクト参加組織外の有識者を含めた総合研究開発推
進委員会および研究グループメンバーによる研究開発推進委員会を設置した．外部有識
者としては，東北大学伊藤彰則准教授，東京大学嵯峨山茂樹教授，豊橋科学技術大学中
川聖一教授，名古屋大学武田一哉教授，名古屋工業大学徳田恵一教授，奈良先端科学技
術大学院大学鹿野清宏教授，京都大学河原達也教授ら，音声情報処理分野一線の委員を
招いた．研究開発推進委員会においては，テーマ毎に密な会合を持ち協力を行った．例
えば，音声分離技術に関する研究開発推進委員会は沖電気と早稲田大学が，音声インタ
ーフェイス構築支援技術に関しては早稲田大学と旭化成，三菱電機が月2回のペースで
委員会を持ち，議論を行った．また，総合開発推進委員会として，プロジェクト参加者
の全体での集まりを原則月１回持ち，進捗状況を確認した．また，同委員会においては，
年3回外部有識者を招き，方向の妥当性について意見をいただいた．これら全ての会議
の資料・議事録はHPを通じてプロジェクトメンバー全体で共有した．
このように，研究実施とプロジェクト管理に関し，適切な粒度で，密なる連携が持た
れた．また，2回公開の成果報告会を開催するとともに，
Speech Technology: Today
and Tomorrow と題した公開シンポジウムをJEITAと共催し，これらを通じて成果の広
報に努めた．これらの成果として，東京工業大学が開発した高精度デコーダ技術，早稲
田大学が開発したランタイムモニタリング技術は，NICTが進めるMASTARプロジェクト，
社会還元プロジェクトに採用されることとなった．また，早稲田大学が音声インターフ
ェイス構築支援技術の一環として開発した，語彙資源サーバは，産総研にも採用され，
利用が進んでいる．
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図4．研究開発実施体制
【委託先】
学校法人 早稲田大学
プロジェクトリーダ
古井貞煕
プロジェクトサブリーダ 小林哲則

【再委託先】
東京工業大学
「③高精度デコーダ技術の研究開発」を再委託

沖電気工業株式会社

総合研究開発推進委員会
課題①-⑦に関する統括
「①音声分離技術の研究開発」
（Ａ） 方式開発
「⑥音声インターフェイス構築支援技術の研究開発」
（Ｂ）ランタイムモニタリング技術の研究開発
（Ｄ）音声インターフェイスの評価技術の研究開発
「⑧総合研究開発推進委員会」
を実施

「① 音声分離技術の研究開発」
（Ｂ）実環境改良方式開発
（Ｃ） 実装技術開発
を再委託
株式会社日立製作所
「② 音声／非音声判別技術の研究開発」を再委託

株式会社東芝
「④ 多言語化技術の研究開発」を再委託
日本電気株式会社
「⑤ 高次言語モデル利用技術の研究開発」を再委託
旭化成株式会社
「⑥ 音声インターフェイス構築支援技術の研究開発」
（Ａ） 性能予測技術の研究開発
「⑦ 総合実証評価」
（Ａ）車載情報機器実証システムの研究開発
を再委託
三菱電機株式会社
「⑥ 音声インターフェイス構築支援技術の研究開発」
（Ｃ） 音声インターフェイス構築技術の研究開発
「⑦ 総合実証評価」
（Ｂ）情報家電実証システムの研究開発
を再委託
東北工業大学
⑥ (C)における「語彙外発話の評価」
を再委託
※平成20年度のみ
その他，各組織とも⑧に参加
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５−３−Ｃ 資金配分
各組織への資金配分は表7の通りである．表中，丸囲みの数字は，テーマの番号であ
る．

年度
平成
早稲田大学
統括及び①，⑥，⑧
東京工業大学
③
沖電気工業株式会
社
①
株式会社日立製作
所
②
株式会社東芝
④
日本電気株式会社
⑤
旭化成株式会社
⑥，⑦
三菱電機株式会社
⑥，⑦
東北工業大学
⑥
合計

表7．資金配分
１９

１８

２０

（単位：円）
合計

68,550,043

58,779,100

50,478,850 177,807,993

29,918,700

38,449,950

36,952,650 105,321,300

32,845,050

32,140,500

37,042,950 102,028,500

29,434,650

32,917,500

29,108,100

91,460,250

31,186,050

37,919,700

27,641,250

96,747,000

33,598,950

35,343,000

36,498,000 105,439,950

62,093,850

50,887,200

62,777,400 175,758,450

32,355,750

34,378,050

39,819,150 106,552,950

0

0

319,983,043 320,815,000

496,650

496,650

320,815,000 961,613,043

５−４−Ｃ 費用対効果
本プロジェクトでは，多岐に亘る音声認識基盤技術の開発を総合的に進めることで，
次世代の音声認識インタフェースを形作る多くの成果を挙げることができた．これらの
成果として，音声認識の実用化を妨げる大きな問題のひとつであった，実利用環境での
音声認識システムの性能は向上し，また，多言語化技術，音声インターフェイス構築支
援技術等，音声認識応用システムの開発効率を高めるための基盤技術が整備された．こ
れらを基礎とし，今後実用的な音声認識システムの開発効率は高まり，普及は加速され
ることが期待できる．合わせて深刻な社会問題であったインフォメーションデバイドの
解消にもつながるなど，妥当な費用対効果を生むことが期待できる．
５−５−Ｃ 変化への対応
本技術開発遂行期間中に，目標設定の見直しを迫られる社会経済情勢の状況変化は生
じていない．

188

第４章 技術に関する施策評価
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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
半導体を中心とした電子デバイスは将来にわたって情報通信機器産業競争力の源泉
であるとともに、ほぼ全ての産業の技術基盤である。日本企業の国際競争力を維持・強
化して行く上でその技術力を充実させることに重点を置いた施策を進めており、施策の
目標の妥当性及び施策の政策的位置づけは概ね妥当であると言える。
他方で、半導体等情報通信機器の領域で複数のプロジェクトが同時に進められている
ことから、その技術開発項目の重なりには留意する必要がある。上位の課題が異なる場
合、共通基盤技術的な部分が下位の課題において重なるのはやむを得ないし、各プロジ
ェクトが適正に遂行されればされるほど、そうした重なりは増えるはずであり、それは
むしろ自然で好ましいことである。課題はそうした重なりを無駄にしないための仕組み
作りであり、プロジェクト横断的な情報共有・交換がなされているかどうかという点に
ある。適切な情報共有・交換がなされれば、重なりは共通基盤的な技術多面的に理解す
ることに繋がり、単なる重なりからより上位のシステムのための知的インフラとなりう
る。現在のシステムは技術ロードマップの共有化を通じて技術開発項目ごとの重複は排
除されているが、上位の課題、さらには社会的な観点からプロジェクトの進行状況をモ
ニターし、プロジェクトの実施者に社会的な位置づけを意識させるための仕組みとして
は十分ではない可能性があり、こうした仕組み作りの検討を期待したい。
各プロジェクトを進める際には、可能な限り数値目標を設定することが望ましいが、
数値化できないが重要な部分もあり、両者のバランスに配慮してプロジェクトを進める
ことが重要。
各プロジェクトの参加企業や大学が最適な実施者であったかどうかの評価について
はもっと多くの時間が必要であろう。すでに各企業や大学が自ら開発している部分と各
プロジェクトの研究成果とは重ならないようにすることも国全体としての重複投資を
避ける意味からも重要である。
【肯定的意見】
・施策の目標の妥当性及び施策の政策的位置づけの妥当性は概ね妥当である。
・技術の関連など整理された記述となっている。
・おおむね、国として重要な共通インフラの構築や、国力の向上のための技術開発支援が行われ、
成果を上げている。
・統計データを元に、日本の産業力の強さがどう変遷してきたかを示しているのは、マクロなト
レンドに対して警鐘を鳴らすうえで意味がある。グローバル競争において、日本が国力および
存在感を高めるうえで、エレクトロニクスをはじめとするIT技術の革新がいかに大事かを、わ
かりやすく説明しているといえる。
・半導体を中心とした電子デバイスが将来にわたって電子通信産業競争力の源泉であることには
変わりなく、と言うよりも、自動車、住宅、医療、教育、等あらゆる産業分野の電子化が進む
ことを考えれば、電子デバイスはほぼ全ての産業の技術基盤であり、日本企業の国際競争力を
維持・強化して行く上でその技術力を充実させることに重点を置いた施策を進めたことは適切
である。特に、省エネ、高信頼性、に関わる分野で民間ではリスクが高い基礎的な研究を充実
させたことは評価できる。
・今回の3テーマに関してはどれも今後の日本企業において必要とされる技術開発であることは
間違いないと思う。特に次世代回路アーキテクチャ技術開発に関しては、FablessやFablight
を志向する企業にとって、デジアナ混在回路や0.5V駆動を目標にするなどニーズに合致してい
る。事業化についてもかなり具体的に記載されているものがあり、効果が確認できるようにな
っている。
190

【問題点・改善すべき点】
・各プロジェクトについての記述はあるが、これだけで、どうして国の施策として妥当であると
言えるか、より詳しい説明が必要であろう。経産省側としては、この部分が一番、国民に対し
て説明責任を求められる部分であると考えられる。専門家の批評にも耐えられるようにしてお
きたい。
・グリーンITなど、必要性は分かるが、国が主導して行わなくても、民間からの自発的な行動に
期待できる部分が多いのでは？
・産・官・学の連携が強く求められているが、大学へ支援を行いその成果を社会および企業で活
用する場合は、大学を所轄する文部科学省との連携が必要となる。例えば、大学における集積
回路設計技術の向上と、その成果の社会および企業での活用を図る施策が打たれていることは
非常に好ましいことであるが、支援が集積回路試作にとどまっており、設計インフラに関して
は文科省管轄のVDECが行っている。省庁間連携が不十分な場合は大学での集積回路設計に支障
をきたすことが懸念される。したがって省庁連携による一貫した施策が必要である。
・技術の実用化を図る上で、特許を中心とする知財戦略が必要であるが、大学では出願、特に
海外出願や維持に関する十分な資金が与えられておらず、実用化に関して大きな支障となる
ことが予測される。国として必要な施策を打つ必要がある。
・NEDOが行う事業と経産省が直接行う事業について整理と説明が必要ではないか。
・日本の強さの指標は何であるべきか、この議論が希薄に思える。日本における生産金額が本当
に日本の強さであり続けるのか。例えば米国は、知的財産権を含めて、製造より設計、あるい
はさらに上流のアイデアの発案に対して、グローバル競争における強みを発揮している。特許
をはじめとする知的財産権の収入が国力の源泉の一つとなった。またグーグルを例にとれば、
何も生産していなくても、IT技術のイノベーションを核に、世界の広告市場を押さえ、外貨の
獲得に成功している。では日本はどうするのか。果たして、それぞれの産業の国内生産額だけ
を国力の指標としてよいのだろうか。エレクトロニクス産業においては、どこで製造するかよ
りも、どこで設計し、どこで技術開発され、どこで部品選定が行われるかが大切である。高付
加価値品の設計が日本で行われ続ければ、仮にそれを海外で製造したとしても、日本が沈むこ
とにはならない。知的財産権や設計の重要性にも焦点を当てたいところだ。
・各プロジェクトが扱う技術開発項目にいくつか重なりがあるように思われる。上位の課題が異
なる場合、共通基盤技術的な部分が下位の課題において重なるのはやむを得ないし、各プロジ
ェクトが適正に推考されればされるほど、そうした重なりは増えるはずであり、それはむしろ
自然で好ましいことである。問題はそうした重なりを無駄にしないための仕組みがないことで
ある。プロジェクト横断的な情報交換がなされているかどうかである。適切な情報交換がなさ
れれば、重なりは共通基盤的な技術多面的に理解することに繋がり、単なる重なりからより上
位のシステムのための知的インフラとなりうる。現在のシステムでは上位の課題、さらには社
会的な観点からプロジェクトの進行状況をモニターし、プロジェクトの推進者に社会的な位置
づけを意識させるための仕組みが組み入れられていない。
・本来企業が競争力を強化するために自らリスクを取って行うべき研究・開発と、知的資産の充
実を図ることで産業としての競争力を強化するための研究・開発が区別されていない。そのた
め、単なる補助金と思われるような資金提供が存在する。企業競争力強化と産業競争力強化の
峻別が必要である。
・システムの制御を、どこまでハードで行いどこからソフトで行うか、と言うハードとソフトの
切り分けの問題が最近では多くの場面で問題となっている。半導体では設計の際のコア数の決
定や要件定義の際にこの問題は顕著に表れる。全体的に課題がややハード・オリエンテッドな
ものになっているように思われる。課題の設定の在り方を今後はもう少し検討すべきと考える。
・提示資料に関して、各評価項目に関する経産省側の見解が明示的に述べられていて然るべきで
ある。「施策の概要」は施策の様子をスライドによって淡々と述べられており、「施策の目的、
波及効果、時期、主体」は、評価委員側が読み取らねばならない。当評価委員がこれまでに実
施してきたいくつかの大型研究プロジェクトの経験からすれば、実施者側（今回は経産省情報
通信機器課）が、その立場から、自分達がいかに評価項目に上げられていることについて計画
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・実施を行ってきたか、そしてその内容の根拠、evidenceは何かを述べ、それを当評価委員が
検証するようになっているべきである。
・各テーマに関して、参加企業や大学がその分野でトップレベル、または技術を持っているのか
が見えないため選定した企業、大学が最適であったかが解りづらいところがある。すでに自社
開発している部分と今回の研究成果の切り分けが解らないことで、研究成果であるかの判断が
曖昧になってしまう懸念もある。
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２． 施策の構造及び目的実現見通しの妥当性
全体的に目標の設定に対して概ね妥当な成果を上げているものと評価される。特に、
半導体関連ではプロセス技術全般から、材料技術、組み立て技術、設計技術とプロジェ
クトが適切に配置されている。
他方で、目標としての課題には問題がないと思われるものの、各プロジェクトの選定
の背景、なぜそれを採用したか、予算配分比率等についての説明には、もっと多くの時
間が必要であろう。研究開発はボトムアップでニーズを見つけることが多いが、最終的
に、各事業は、施策のトップダウンの構造の中で説明できるようにするべき。また、極
めて幅広い分野に対してプロジェクトを配置しているように見えるが、今後は、日本が
どの分野で強くなるのか「選択と集中」を考慮した上で各プロジェクトへの予算配分比
率を決定する必要があるだろうし、その際、プロジェクトの産業上、社会上の意味をも
っと議論する必要があるであろう。プロジェクトが達成されたとしても、多くの場合そ
こで開発された技術を実際に産業に活かすためには企業や大学等が保有する他の技術
との整合や他の技術開発が必要であり、産業化される際の他の技術との関連や、製品シ
ステムに対する位置づけをもっと考慮する必要があるのではないか。
また、日本を牽引する分野として期待される「EV/HEV」や、自動車向け電池技術、ワ
イヤレス給電技術など、今の時代観にふさわしい新しいテーマ設定の検討を期待した
い。また、半導体分野についても、「ポストMooreの法則」を探す動きが活発になって
おり、有機エレクトロニクスや、プリンテッド・エレクトロニクスなど、今の技術の延
長ではない技術の検討を期待したい。
【肯定的意見】
・ヒアリング及び資料から推察するに、大きな問題と指摘すべき箇所はないように思われる。た
だし「セキュアプラットフォーム」の案件については、大型国費投入の妥当性について検討の
余地がある可能性がある。
・全体的には概ね妥当な成果を上げているものと思われる。
・省エネルギー推進に関する施策目的およびロジックツリーは、極めてよくまとまっており、わ
かりやすい。
・概ね妥当である。
・課題ベースで見る限り、概ね妥当である。特に半導体関連でプロセス技術全般から、材料技術、
組み立て技術、設計技術とプロジェクトが適切に配置されている。
・次世代回路アーキテクチャ技術開発、情報センサーニューマンインターフェイスデバイス活用
技術開発に関してはそれぞれに目的を実現するための具体的要素技術が明記されている。限ら
れた予算の範囲では得られた成果は妥当だと思われる。むしろ予算は少なすぎるのではないか
と思われる。特に次世代回路アーキテクチャ技術開発に関しては5年間で総額4.7憶円は海外と
比較しても少なすぎると思われる。
【問題点・改善すべき点】
・国民に解りやすく説明するためには、各項目について、トップダウン的な思考で考えられ、施
策と予算の構造が「構造的」になっていることが必要と考える。いかなる根拠の元で事業選定
が行われ、予算配分の根拠はいかなるものかを分かりやすく説明して欲しい。トップダウンに、
構造的にやったわけではないが、結果として妥当であるとの主張している、あるいは、その審
査を委員に求めているとすれば、それはボトムアップ的なアプローチであり、初期フェーズの
計画はトップダウンであったとしても、その後の計画詳細化、実際の実施はアドホックであっ
て、たまたまうまくいったに過ぎないとの印象を国民や識者に与えてしまうことを危惧する。
・グリーンITプロジェクトは各項目の間での連携をするべき。グリーンクラウドコンピューティ
ングへのディスプレイ技術やネットワークデバイス技術の反映の状況はどうか。項目に重なり
があるような気がする。
・多くの成果を上げているが、社会インフラ構築には時間がかかるので、成果の見極めは少し時
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間が経ってからも行うべきである。
・技術施策に関し、誰が、どんな背景で提案し、なぜそれを採用したかがやや不明確。今後はニ
ーズを汲み上げ、施策を打つシステマティックな体制と説明が求められる。
・技術戦略マップは、どの程度の頻度で見直されているのだろうか。米国で「グリーン・ニュー
ディール政策」がスタートし、スマートグリッド構想が立ち上がった。これについて、(24)
のエネルギーという分野は取り上げられているものの、世界におけるスマートメーター構想の
ような研究開発テーマは盛り込まれていない。また、日本を牽引する分野として期待される
「EV/HEV」や、自動車向け電池技術、ワイヤレス給電技術、LED応用、などは盛り込まれてい
ない。今の時代観にふさわしいテーマ設定といえるか、いささか疑問を感じる。また、半導体
分野についても、Siを追いかけすぎているのではないか。世の中では、「ポストMooreの法則」
を探す動きが活発になっている。有機エレクトロニクスや、プリンテッド・エレクトロニクス
など、今の技術の延長ではない技術が見当たらない。
・極めて幅広い分野に対してプロジェクトを配置しているが、百貨店型というか、総花的という
か、日本がどの分野で強くなるのか「選択と集中」ができていない印象。
・予算配分には多少問題があるように思う。目的としての課題には問題がないものの、具体的な
技術開発課題には国の事業として必ずしも適正と思われないものがある一方で、共通基盤的な
研究・開発に対してやや予算的に少ないと思われる場合がある。
・具体的な技術開発課題の中に、企業間の競争領域に踏み込んだものもあり、一部企業に対する
補助金と受け取られかねないものがある。
・プロジェクトの産業上、社会上の意味があまり議論されていないように感じる。プロジェクト
の目的が達成されたとしても、多くの場合そこで開発された技術を実際に産業に活かすために
は他の技術の整合や他の技術新たな開発が必要である。抽象的な意味での技術の必要性は明示
されているが、産業化される際の他の技術との関連や、製品システムに対する位置づけがあま
り考慮されていないのではないか。
・次世代回路アーキテクチャに関しては大学やベンチャーからの優れた回路デザインを発掘後、
受け皿となる企業やファンドなどの出口が具体的にまだ見えていないようだった。海外企業は
日本の優秀なベンチャーをかなり真剣に調査していることから、優秀な人材や技術が海外企業
に取り込まれてゆく可能性が高いことが心配される。
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３．総合評価
時間の制約上、深い審査を行うことは難しかったものの、革新技術の育成に精力的に
取り組んでおり、設定した目標に対して概ね妥当な成果を上げていると言える。基本的
には日本の産業状況を踏まえ、競争力維持・強化を図るための課題が適切に選ばれ、全
体な配置としても妥当であると言えるのではないか。
他方、日本の産業力の強さ・弱さを調査した上で、産業界の取組だけでは足りない部
分を補強する施策を打つという考え方は理解できるが、今後、具体的な技術課題を判断
するのに必要な理念、理論を持つためには、国が日本全体としての研究開発における基
本戦略そのものをしっかり固めた上で、具体的課題の選定を産業界、学術界と共に行う
ことが重要である。その過程で、各事業は、施策のトップダウンの構造の中で説明でき
るようにするべき。そのためには、各プロジェクトの成果に関する情報を共有し、より
上位の課題にフィードバックさせる仕組み作りに期待したい。
海外との協力によって優れた人材を確保するといったグローバルな視点も必要。ま
た、大学への支援を行う場合は文科省との省庁間連携が不可欠であり、国として一貫し
た支援体制の構築も重要な視点である。
また、短期的な評価でなく、時間をおいて、実際に技術がどのように実用化に結びつ
いたのかという視点での追跡評価も必要ではないか。
【肯定的意見】
・限られた時間でのヒアリング、スライドの資料であり、深い審査が行えたとは言い切れないが
、与えられた資料から推察する限り、大きな問題は見受けられないようである。
・革新技術の育成に精力的に取り組んでいる。
・基本的には日本の産業状況を踏まえ、競争力維持・強化を図るための課題が適切に選ばれ、全
体な配置としても妥当である。
・総合的には目的、目標、費用、期間、成果は初期の目標をクリアしている。今回の 3 テーマは
どれも今後の日本企業にとって重要な技術であり、産官学が取り組むべきテーマだと思われる。
もちろんそれぞれに細かい所では改善すべき点はあるかもしれないが、少ない予算ではこれ以
上を望むことは困難に思える。
【問題点・改善すべき点】
・個々のプロジェクトについては、ヒアリング時間をもう少し長くとって欲しかった。例えば、
1件当たり少なくとも30分程度。
・ソフトウエア関係への取り組みがよりなされるべきではないか。場合によっては、日本の中で
考えるのではなく、海外との協力によって優れた人材を確保するといった視点が必要。
・総花的感じがする。ある部分は海外に任せてもいいのではないか。
・短期的な評価でなく、時間をおいて、実際に技術がどのように実用に結びついたのかという視
点での追跡評価が必要。
・日本の産業力の強さ・弱さを調査したうえで、その足りない部分を補強したいとの意向はよく
わかる。ただ、すべての領域でグローバル競争に勝つことは難しく、日本という地域特性を考
慮したとき、どの事業領域こそが日本の主戦場とすべきなのだろうか――こうしたビッグピク
チャーにおける日本の進む道が示されていない。日本の研究開発における基本戦略そのものを
議論すべきではないだろうか。
・具体的な技術開発課題まで落とすと、その選定には問題があるように感じられるものがある。
・具体的な技術課題を判断するための理念、理論を持つべきである。現在は具体的課題の選定を
産業界、学術界に任せてしまっているように見える。その意味では政策的な意味での課題と具
体的な技術課題が十分に呼応したものになっていない。
・プロジェクトで成果を交換し、より上位の課題に対して進展を促すための補助機関（総合的に
政策課題と技術課題の整合を高めるよう働きかける機関）が必要ではないか
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・最も気になったことは、参加企業や大学が最適だったかが不明であること。出口戦略が具体策
に欠ける部分が多かったと感じる。
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第５章 技術に関する事業評価
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第５章

技術に関する事業評価

Ａ．セキュア・プラットフォーム事業（プロジェクト）
（総合評価）
本事業は、次世代の情報システムプラットフォームに求められる安定性／安全性の確
保と導入・運用コストの削減を実現し、省電力にも寄与するサーバ統合・集約を実現す
るシステム基盤技術に関する研究開発であり、IT産業のみならず、今後ますますITに依
存していくと予想されるわが国の産業全体の競争力強化をはかり、企業の将来にわたる
IT生産性向上に寄与することを目的としている。
本事業については、共通社会インフラとしての緊急性・公共性がきわめて高く、企業
をこえて国が関与すべきであるとの見方、個々の企業の事業計画として取組むことも可
能ではないかとの見方があり、判断が難しい。研究開発の目標、成果、達成度は妥当で
あり、当初目標に対して十分な成果をあげているが、環境変化への対応については懸念
がある。事業化、波及効果については、事業途中においていくつかの事業化や波及効果
が既に見られるが、今後の普及浸透や標準化進展によりさらなる事業効果、波及効果を
期待したい。

【肯定的意見】
・開発内容は、純技術的な観点からは概ね妥当であると考えられる。
・部門に散在する業務システムをセキュア・プラットフォームによってセンター統合を可能とし、
サーバ等のハードコストや消費電力、運用コスト削減を狙いとしており国の事業として妥当で
あると見える。
・本事業はサーバのセキュリティーと安定性の向上を図るもので、共通社会インフラとして緊急
性や公共性が極めて高く、一企業を超え、国が関与すべきことである。本事業はほとんどの計
画目標を達成し、国際標準化が図られるなど満足すべき成果を挙げているものと思われる。し
たがって、研究開発体制なども妥当なものであったと推察される。
・研究開発テーマが定まった後の実行計画は、きちんと予定どおり、遂行されている。
・当初計画に対しては、正対したアウトプットといえる。
・当初設定した技術課題に対しては十分な成果を挙げている。
・本開発は、運用上の理由からサーバ統合が容易ではないと思われる分野にまでサーバ統合を推
し進める効果を有する。
・経済効果に対する見通しなど適切である。
【問題点・改善すべき点】
・開発技術が実際に活用されるかどうかについてのある程度時間をかけた検証が必要。現在の動
向と一致しているかが気にかかる。
・国際標準化への道筋が不明。
・事業化、波及効果の評価を下げたのは、本事業途中において、いくつかの事業化や波及効果が
見られるものの、まだ明確な結果が得られる段階ではないので、より慎重な評価となったた
めである。
・少し時間が経ってからの評価が必要である。
・本来、国が支援すべき事業であったのか、そこに本質的には疑問を感じる。クライアントから
要求があり、その要求を満たすことで市場が広がるのであれば、それぞれの企業の事業計画と
して取り組むことも可能だったのではないか。事実、他社については、それぞれ自前で仮想化
技術の確信に取り組み、そして市場での存在感も十分にもっている。今回の2社が、この成果
によって市場競争力を得たといえるのだろうか。また、この結果をオープンソースとすること
で、世の中に広く役立ったといえるのだろうか。当初の目的にある「IT分野における日本のプ
レゼンス向上」という点で、この報告書にあるレベルでは、納得感がない。
・なぜ国の支援を必要とするか、国の支援がないとできない開発であったのか、明らかに諾とす
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べき根拠を見出すのは簡単ではない。成果がオープンソース・ソフトウェアとして我が国およ
び世界で共有されるものであるから、ということが最大の理由であろうか。成果がオープンソ
ースとして公開されるとしても、実際的にその恩恵を蒙ることができるのは、一部の大企業の
みとなる可能性はある。それでも、相当数のユーザにとって利点があるとか、技術獲得等、大
きな戦略的な観点を考えれば、諾とすべきという考え方もあるかもしれない。
・競合技術の環境変化に対応できていたか、といえば、疑問は残る。当初目的どおりに、研究開
発を実行したという印象を受ける。
・技術的な独自性や重要性は理解するが、製品に直結した開発であり、なぜNECと富士通が両社
の共同プロジェクトとして共同出資で行わなかったのか疑問が残る。直接的な補助金的性格が
強いように思う。波及効果という面でも、これに参画した二社以外が本成果を新たに取り入れ
てゆくとは考えにくい。
・利点もあるが、そこまでしてサーバ統合を推し進めたいというニーズがどれくらいあるかは一
考の余地がある。おそらく大手ITベンダーが抱えるような案件にはそのようなケースがあるで
あろうが、Xen全体で見たときの比率は少ない可能性がある。
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Ｂ．次世代回路アーキテクチャ技術開発事業（プロジェクト）
（総合評価）
本事業の目的である、 65nm以細のシステムＬＳＩを実現する回路アーキテクチャを
創出すること は、日本のSoCビジネスを転換させるために極めて重要なテーマ。集積
回路設計技術は我国の産業競争力の向上を図るためにますます重要となる。今後の
40nmCMOSや更に微細なプロセスでの試作も必要で、台湾はすでに手を打っている。よっ
て、どんどん先行開発すべきだし、今後も永続的な支援体制が必要。共通基盤的な独自
技術の発明を促す技術開発インフラの提供であるとともに、人材育成の面での効果も大
きいことから、国費で行うにふさわしいプロジェクトである。技術課題の選定は、第三
者委員会を組織し、委員構成を毎年見直すなど工夫している。アイデアの具体化に役立
っており、年間２．３〜２．４億円という予算は、目標に比して少ないと考えられる。
国が技術の源泉である大学の活動を支援することは必要であり評価できる。最先端プロ
セスを用いたLSI開発のハードルが高まる中、相乗りによる研究開発促進の潜在的効果
は大きい。特に、ベンチャー企業や大学など、資金が潤沢にない状況において、理論の
チップではなく、実チップを試作することにより、理論の妥当性を検証することは極め
て意義深い。支援体制の充実は価値がある。
他方で、ユーザーであるシステムメーカーの参画が必要と考える。採択課題のコント
ロールや絞り込む作業が必要であるし、課題間の関連性も考慮する必要があろう。また、
事業開始時点で実用化までのプロセスやアウトカムの論議が不十分ではなかったかと
懸念される。実用化に向けたフォローやサポートが求められるし、知財戦略が欠かせな
いと考える。また、文科省の設計ツールの無償提供制度とセットであり、省庁連携が強
く求められる。また、応募者に、ベンチャー企業が皆無で、大学の研究室にとどまって
いるところは、問題である。ベンチャー企業育成がゴールであるとすれば、啓蒙活動は
果たして十分なのか、といった検証も必要である。
本事業で生まれた技術シーズを産業化に結びつけるための組織・制度が未整備である
し、既存の半導体大手企業との連携の在り方についても議論の余地がある。また、36
件応募中29件採択、48件応募中44件採択というのは、審査が甘いとも言えるし、目標の
設定についても再検討の余地がある。
【肯定的意見】
・本事業の目的は、 65nm以細のシステムＬＳＩを実現する回路アーキテクチャを創出すること
となっている。この目的そのものは、日本のSoCビジネスを転換させるために極めて重要なテ
ーマと考えられます。創出の方法として、国内の大学、公的研究機関、ベンチャー企業を対象に
次の３つのテーマに沿って募集している。
（ア） デジタル・アナログ混載の半導体集積回路に関するもの
（イ） １Ｖ以下の電圧で作動するアナログ回路に関するもの
（ウ） その他実施者が必要と考える65nm以細の集積回路における問題に関するもの
としていますが、このテーマ設定も、妥当と言える。数値目標として、電源電圧の目標は、０．
5Vまでを含めるように明確化すべきではないか。同様に、65nm以細についても、28nmまでを含め
た目標設定とすべきではないか。プロセスが追いつかないとしても、それを待っていては、どん
どん遅れるばかりである。ＥＢ直描を使ってでも、回路アーキテクチャは、先行開発すべきテー
マなのではないかと思う。年間２．３〜２．４億円という予算は、目標に比して決して多い額で
はなく、むしろ少ないように思う。
・アイデアの具体化に役立っている。
・採択課題に対するコントロールが必要。場合によって絞り込む作業が必要。課題間の関連性は？
・集積回路製造技術やデバイス技術の開発が大規模化や製造拠点の国際的にシフトしている今日
において集積回路設計技術は我国の産業競争力の向上を図るためにますます重要になり、欧米の
大学から革新的な技術が生まれてきた例に見られるように、国が技術の源泉である大学の活動を
支援することが必要である。今回、国が大学の設計した集積回路の65nmCMOSでの試作を支援した
ことは評価できる。
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・最先端プロセスを用いたLSI開発のハードルがますます高まるなか、こうした相乗りによる研
究開発促進の潜在的効果は大きい。特に、ベンチャー企業や大学など、資金が潤沢にない状況
において、理論のチップではなく、実チップを試作することにより、理論の妥当性を検証する
ことは極めて意義深い。今後、さらにLSIの開発コストが高まることを想定すると、こうした支
援体制の充実には一定の価値がある。
・共通基盤的な独自技術の発明を促す技術開発インフラの提供であり、国費で行うにふさわしい
プロジェクトである。
・人材育成の面での効果も大きいと思われる。
・研究開発の具体的な技術課題の選定に際し、第三者による委員会を組織し、かつ委員構成を毎
年見直すことにより、より適切に課題の選定が行えるよう工夫している。
・公募形式で半導体チップを試作する枠組みを与えている点は興味深い。大学や小さな企業では
困難性がある分野であり、国が支援すべき課題として意味があるといえよう。
【問題点・改善すべき点】
・できれば、商品化の時期、商品の機能・アプリケーション等にも触れられているといいのでは
ないかと思う。委員会メンバーには、ここで得られた成果を採用する立場のシステム メーカ
ーの参画が必要ではないか。
・採択課題に対するコントロールが必要。場合によっては絞り込む作業が必要。
・課題間の関連性は？
・事業開始時点での大学での設計・試作により開発された技術の実用化までのプロセスやアウト
カムの論議が不十分と思われる。成果の公開や評価委員会の開催だけでなく、最初から実用化
に向けたフォローやサポートが求められるものと思う。
・知財戦略が必要ではなかったか？ 特許やプログラム、レイアウトなど多くの知財が期待でき、
実用化に向けては、知財戦略が欠かせない。成果に記載されていないが、真に実用化を目指し
ているならば、無視できないはずである。
・大学での集積回路の設計と試作については継続的な支援が必要。今回は65nmCMOSを対象にして
いるが、今後の40nmCMOSや更に微細なプロセスでの試作も必要で、台湾はすでに手を打ってい
る。今後も永続的な支援体制が必要ではないか。この点に関して、文科省との連携が求められ
る。大学での集積回路の設計ツールは文科省予算によるVDECから無償で提供されているため大
学での集積回路設計が可能であるが、文科省がこの制度を止めてしまうと、経産省が集積回路
試作に予算をつけても無意味である。したがって、省庁連携が強く求められる。
・現時点までの実施例から、当初の目的である「デスバレー」を超えた技術が果たしてあるのか。
このプロジェクトに応募した例も、ベンチャー企業が皆無で、大学の研究室にとどまっている
ところに、問題点がある。この事業の本来の目的はどこか、改めて見直す必要もあろう。「デ
スバレー」を超えるのは容易ではない。このプロジェクトの価値をその一点に求めすぎるのは
いかがなものだろうか。ベンチャー企業育成がゴールであるとすれば、啓蒙活動は果たして十
分なのか、といった検証も必要になろう。
・プロジェクトの真の意味を「大学のスキルアップ」と位置づければ、評価の視点も変わってく
る。LSI設計者の育成、いわゆる「人づくり」という視点に立ち、大学の研究者が最先端プロ
セスに近い製造技術（富士通のプロセスが必ずしも先端プロセスではない、という意味だが）
を用いることで、実チップの動作確認をするための環境を用意するという名目であれば、プロ
ジェクトそのものの意義を評価するに値する。
・予算が小規模である。もう少々充実させても良いのではないか。
・本研究開発インフラで生まれた技術シーズを産業化に結びつけるための組織・制度が未整備で
ある。例えば、知財権の整備と技術移転契約などを行う組織や産業化のためのファンドなどが
必要と思われる。
・また既存の半導体大手企業との連携の在り方についても議論の余地がある。
・まだプロジェクト開始から年月が浅いので十分な実績が出たとは言い辛く、費用対効果等の評
価は低くせざるをえないが、これは費用対効果が悪い、と言う意味ではない。
・ヒアリングで尋ねたところ、
公募倍率が36件応募中29件採択、48件応募中44件採択というのは、
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多くの応募者にチャンスを与えるという観点からはよいが、審査が甘いということはないだろ
うか？
・ヒアリングでの応対で、知財管理（特許等）については把握していないとのことであったが、
予算規模や、ハードウェア分野ということを考えると、考慮すべき余地がある可能性がある。
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Ｃ．情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術開発事業（プロジェクト）（総
合評価）
本事業の対象である、音声認識技術は将来の産業を支える基盤技術の一つ。次世代の
ヒューマンインターフェイスの中心で、基本技術としてグローバルスタンダード化が必
要な技術であると考えられる。従って国策として取り組む必要があるテーマである。事
業化、波及効果も具体的企業名、商品名、時期などが明記されているものが多く成果が
出ていると言える。事業目標は全て達成されており、音声認識、音声インターフェース
の技術開発と実用化に大きな進歩をもたらした事業であると評価される。開発意図、意
義は明確であり、成果も順調に事業化まで進められているようである。音声認識への期
待も一段と高まることが予想されることから、研究の意義は大きく、研究成果を採り入
れた製品も多数出ていることから、総合的に高く評価出来る事業である。基盤技術の研
究・開発を大学が担当し実用化に向けた周辺技術を企業が担当することで、産業化に向
けた開発が円滑に行われている。特に基盤技術において世界最先端の成果を挙げている
点はすばらしい。
他方で、競争関係にある企業間での共同開発は、自社に囲い込むべきところはオープ
ンにしないで進めるため、事業化の段階で個々の企業が新たに開発する重複投資になる
ことが懸念される。産業化に向けては、国際的な戦略の下、海外企業、大学を戦略的に
取り込む工夫を行うべきであり、参加者間の情報共有、社会的価値観の共有が重要であ
る。
将来的には発話モデル、言語モデルなどの抜本的な進展が必要であり、本プロジェク
トで得られた、いわゆる音声認識の頑健性を活かしていくことが重要である。
【肯定的意見】
・音声認識技術は次世代のヒューマンインターフェイスの中心であり、基本技術としてグローバ
ルスタンダード化が必要な技術である。従って国策として取り組む必要があるテーマだと認識し
ている。事業化、波及効果については具体的企業名、商品名、時期などが明記されているものが
多く成果が出ていると思われます。資料からは①音声分離技術：沖電気、②性能予測技術：旭化
成、③高次言語モデル利用技術：ＮＥＣなどは成果があったように見えました。
・全体を良くとらえた計画となっている。
・事業目標は全て達成されており、音声認識、音声インターフェースの技術開発と実用化に大き
な進歩をもたらした事業であると評価される。
・電子機器において、ユーザー・インタフェースの重要性は高まるばかりだ。このところ、タッ
チパネルを用いたUIFの革新が世界的関心事となっているが、将来を考えると、音声認識への期
待も一段と高まることだろう。研究の意義は大きく、また、この研究成果を採り入れた製品も多
数出ていることから、総合評価を高く評価したい。
・音声認識技術は将来の産業を支える基盤技術の一つであり、国が支援するべき課題である。
・基盤技術の研究・開発を大学が担当し実用化に向けた周辺技術を企業が担当することで、産業
化に向けた開発が円滑に行われている。
・特に基盤技術において世界最先端の成果を挙げている点はすばらしい。
・家電向け音声インターフェースを多くの企業、複数大学参加の元で協同して進めている。開発
意図、意義は明確であり、成果も順調に事業化まで進められているようである。国費投入の価
値は十分にあると考えられる。
【問題点・改善すべき点】
・早稲田大学に委託しているが、再委託先が６つの企業、２つの大学と細分化されており、資金
の分散を招いているのではないか。参画した企業・大学が、どのようなコア技術を持っている
のかが不明確。例えば、 情報家電システムの音声インターフェース であれば、それを、ビ
ジネス上最も必要としている企業１社に絞って、成果の達成度によって成功報酬的な面も加味
しながら予算を執行してはどうか。
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・競争関係にある企業間での共同開発は、自社に囲い込むべきところはオープンにしないで進め
ることとなり、事業化の段階で、結局は、個々の企業が新たに開発することとなり、2重開発
になることを懸念している。
・本プロジェクトによって計画の進展に寄与した部分が不明。
・いわゆる音声認識の頑健性に対し、どの程度成果が上がったのかが不明。将来的には発話モデ
ル、言語モデルの抜本的な進展が必要。
・音声認識、音声インターフェースに関する個別のテーマは競争領域であり、強い国の関与は不
要な気がするが、音声認識、音声インターフェースの実現は社会の共通のインフラの確立に不
可欠であるとすれば、国が関与することの妥当性が生まれる。よって、国の関与の妥当性と成
果は個別目標の達成ではなく、本事業により音声認識、音声インターフェースが社会にどれほ
ど普及したかにより判断されるべきで、この点で、事業化、波及効果の評価を下げた。
・この技術は音声認識であることから、日本語ドメスティックなものなのだろうか。もし、国際
展開が可能な理論であれば、世界的な音声認識技術への貢献度も知りたい。
・参加者間の情報共有、社会的価値観の共有がどのように行われているのかが不明瞭。
・Googleの存在を考えたとき、産業化に向けた国際的な戦略が必要である。その意味で、海外企
業、大学を戦略的に取り込む工夫が必要であったように思う。
・予算的にはもう少し多くても良かったのではないか。
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第６章 今後の研究開発の方向等に関する提言
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【技術に関する施策】
（情報通信機器関連技術分野）
現在のハイテク製品は、従来のハード技術中心から、ソフトウェア及びネットワーク
サービス（クラウドコンピューティングを含む）に推移している。各製品単体の「シェ
ア」だけでなく、ソフト、サービス、コンテンツ等を総合的に俯瞰し、情報通信機器産
業の育成を考えていくことが肝要である。例えば、ソフトとハードの切り分け（要件定
義の最適化）を適正に行うための研究開発の検討が必要であると考える。
その際、海外企業との競争状況等、同産業の実態を踏まえ、研究開発投資の規模、各
プロジェクトの内容を検討することが重要である。加えて、複数のプロジェクトをモニ
ターし、相互の情報交換を促進し、新たに現れる産業課題への対応を既存プロジェクト
の利用も含め検討する仕組み導入の検討を期待したい。
【各委員の提言】
・海外との連携も視野に入れ、総合的に情報通信産業を進展させる施策が必要。日本人に強い分
野とそうでない分野があろう。
国が本当に主導すべきか、慎重な判断が必要。現在は少し総花的。
・IT・エレクトロニクスが自動車産業に匹敵する規模を持つような印象だが、実は、自動車を含
めて、他の産業を支える産業であり、特にIT分野は、「輸出が出来ない基幹産業」であることを
認識すべき。IT分野自体は、国際競争力が小さいが、他の「基幹産業」が強い国際競争力を持つ
ため、それを支えるための産業、および国内需要を賄うための「基幹」となっているのが実情。
海外の追い上げ（あるいは追い抜かれ）が厳しい現実がある。
・現在のハイテク製品は、従来のハード技術中心から、ソフトウェア及びネットワークサービス
（クラウドコンピューティングを含む）に推移している。エレクトロニクス技術単体を取り上げ
て、その「シェア」の高さで日本は現在も今後も世界的に優位であると考えるのは早計。ソフト、
サービス、コンテンツ等を総合的に俯瞰し、産業界の育成を考えていくことが肝要である。
・日本はIT業界において、本気で世界の覇者となるべきとの思いが国にあるか。常に後追いであ
ったIT業界に、研究開発費を投入する目的は何か、改めて議論する必要がある。米国に追いつく
ためのIT投資であれば、昨今の研究開発施策もうなずけるが、そのレベルでよいのか。
・複数のプロジェクトをモニターし、相互の情報交換を促進し、新たに現れる産業課題への対応
を既存プロジェクトの利用も含め検討する仕組みの導入を検討したらどうか。
・ソフトとハードの切り分け（要件定義の最適化）を適正に行うための研究の実施。
・例えばMEMSに関する研究は現在30以上の大学で研究されており、同じような研究発表が行われ
ている。重複を避けるシステムが必要ではないか。台湾や韓国では重複を避けるように予算配分
がなされている。
・半導体については、依然として「ムーアの法則」を追いかけた技術テーマが多いが、その先を
見据えたテーマ選定が必要ではないか。時間軸では、2〜3年の目先のテーマは企業にゆだねれば
よく、私企業では投資つづけられない5〜10先の果実を目指した研究に対する投資が大切だと考
える。半導体でいえば、有機エレクトロニクスやプリンテッド・エレクトロニクスなど、ムーア
の法則の延長にはない技術に投資することが望ましい。
・次世代不揮発性メモリはまだどれが本命になるか決まっていない。コスト低減を含めての開発
が出来れば市場規模は大きい。
・今後は3次元トランジスタ、FinFETの低価格製造技術を開発することが重要と思われる。
・マスク枚数、品質、信頼性の関係を明確にすることでアジア市場への低コスト対応を可能にす
ることを目的とした研究を提案する。
・スマートグリッドを含めたエネルギー供給システム、インテリジェント交通システムなど超大
規模な社会システムの構築に必要な、
二次電池、グリーン発電システム（太陽電池、燃料電池等）
、
省エネ部品（インバータ、直流送電用電線等）などのハード開発のための材料研究の充実。
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・産業間の利益相反を解決するための新たな半導体素子。具体的には、自動車用電子化のための
半導体素子の開発。
・スマートグリッド実現のために、複数の産業が利用できるスマートグリッド技術実験評価コン
ソーシアム。
・半導体素子用新材料の開発。
【技術に関する事業】
（Ａ．セキュア・プラットフォームプロジェクト事業（プロジェクト））
従来のIT機器産業はハードウェア中心であったが、これからのIT産業はソフトウェア
およびネットワークサービスの比重が高くなり、ハードウェアとソフトウェアが融合し
た新たな価値の創造を目指した競争となることが予想される。今後は、クラウドハード
ウェアとソフトウェアの融合技術の開発が期待される。

【各委員の提言】
・超大規模システムに対応するためのソフトウェアの部品化。
（Ｂ．次世代回路アーキテクチャ技術開発事業（プロジェクト））
次世代回路アーキテクチャ技術開発事業に関しては、成果の知財の取り扱いが最重要
である。
現在、特許の出願や維持費用はプロジェクトから出ず、ベンチャー企業や大学が間接
費から捻出しなければならないため、特許の出願数には費用面から制約がかかってしま
う問題がある。
また、本事業に大学が提案するために必要な設計設備は、文科省のプロジェクトであ
るＶＤＥＣがほぼ無償で提供している状況であるがＶＤＥＣ自体も永続的に安定的な
ものではない。設計・試作を提案する大学等にリソースが十分あるわけでないことを理
解した上で、省庁横断的、総合的に政策を考えるべきである。
さらに本事業の費用をより効果的に用いるためにも、企業側も本事業を積極的に支援
し、成果を積極的に活用する姿勢を示すべきである。

【各委員の提言】
・次世代回路アーキテクチャに関しては進行中のテーマであることから、数値目標を明確にした
らどうか。現在、電源電圧0.5V、プロセス28nmは海外でも目標値となっている。
（Ｃ．情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術の開発事業（プロジェクト
）
情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術の目標達成に際して
は、音声以外のモダリティーとの協調を考える必要があるのではないか。
また、ヒューマンインターフェイスデバイスのための研究開発の強化に加え、今後は、
開発した技術の利活用を促進するための実証事業も実施していく段階にあるのではな
いか。
【各委員の提言】
・課題に対し、競争的に評価を行う枠組が必要。
・情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術の目標達成に際しては、音声以
外のモダリティーとの協調を考える必要があるのではないか。
・ヒューマンインターフェイスデバイスのための研究開発の強化。
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複雑な構造を持つ情報通信機器関連分野で施策体系図が作成された
ことは、施策概要を客観的に俯瞰する上で重要な成果である。他方、情
報通信機器関連分野の対象範囲は広範にわたり、かつ、実用化に際して
は他の技術分野との連携も重要であるなどの理由により、客観的な理解
が難しい面がある。
今後、情報通信機器分野の技術進歩等に応じて、ニーズ側とシーズ側
との間に実現しなければならない課題を適切に設定して、施策体系のブ
ラッシュアップを継続し、引き続き、施策の効率的な実施がなされるこ
とが望まれる。
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「情報通信機器関連技術」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

セキュアプラットフォーム事業(プロジェクト)）
評点法による評点結果

（セキュアプラットフォームプロジェクト事業）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

1.50

0.84

２．研究開発等の目標の妥当性

2.00

0.63

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.00

0.63

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.67

0.52

５． 研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性

1.83

0.41

６．総合評価

1.67

0.82
平均 点
標
準
偏
差

（各項目：３点満点）
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50

2.00

2.00

1.67

1.50

1.00
0.50
0.00
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1.83

1.67

（Ｂ

次世代回路アーキテクチャ技術開発事業(プロジェクト)）
評点法による評点結果

（次世代回路アーキテクチャ技術開発事業）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.33

0.82

２．研究開発等の目標の妥当性

2.00

0.89

３．成果、目標の達成度の妥当性

1.67

0.52

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.67

0.52

５． 研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性

1.33

0.82

６．総合評価

2.00

0.63
平均 点
標
準
偏
差

（各項目：３点満点）
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50

2.33
2.00

2.00

1.67
1.67
1.33

1.00
0.50
0.00
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（Ｃ

情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術の開発事業 (プロジェク
ト)）
評点法による評点結果
（情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術の開発事業）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.17

0.75

２．研究開発等の目標の妥当性

2.50

0.55

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.17

0.41

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.83

0.41

５． 研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性

2.00

0.63

６．総合評価

2.50

0.55
平均 点
標
準
偏
差

（各項目：３点満点）
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00

2.50

2.50
2.17

2.17

1.83

1.50
1.00
0.50
0.00
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2.00

「情報通信機器関連技術分野」施策評価
今後の研究開発の方向等に関する提言に対する対処方針
提

言

対

処

方

針

○現在のハイテク製品は、従来のハード技術中心か ○今後、ハードとソフトの融合がますます重要になってくると認識し
ら、ソフトウェア及びネットワークサービス（ク
ており、当分野に限らず、研究開発全般にかかわる話であり、関係
ラウドコンピューティングを含む）に推移してい
部局と相談しつつ、検討を行っていきたい。
る。各製品単体の「シェア」だけでなく、ソフト、
サービス、コンテンツ等を総合的に俯瞰し、情報
通信機器産業の育成を考えていくことが肝要であ
る。例えば、ソフトとハードの切り分け（要件定
義の最適化）を適正に行うための研究開発の検討
が必要であると考える。
その際、海外企業との競争状況等、同産業の実
態を踏まえ、研究開発投資の規模、各プロジェク
トの内容を検討することが重要である。
○複数のプロジェクトをモニターし、相互の情報交 ○情報通信機器分野に限らず、研究開発全体に関係する話しであり、
換を促進し、新たに現れる産業課題への対応を既
担当部局とも相談したい。
存プロジェクトの利用も含め検討する仕組み導入
の検討を期待する。

1

「セキュア・プラットフォームプロジェクト事業」プロジェクト評価
今後の研究開発の方向等に関する提言に対する対処方針
提

言

対

処

方

針

○従来の IT 機器産業はハードウェア中心であった ○いただいたご提言を踏まえ、今後の研究開発にいかして参ります。
が、これからの IT 産業はソフトウェアおよびネッ
トワークサービスの比重が高くなり、ハードウェ
アとソフトウェアが融合した新たな価値の創造を
目指した競争となることが予想される。今後は、
クラウドハードウェアとソフトウェアの融合技術
の開発が期待される。

2

「次世代回路アーキテクチャ技術開発事業」プロジェクト評価
今後の研究開発の方向等に関する提言に対する対処方針
提

言

対

処

方

針

○次世代回路アーキテクチャ技術開発事業に関して ○現在においても本事業から生じた知財の取り扱いについては、詳細
は、成果の知財の取り扱いが最重要である。
な情報は具体的な取引になるまでは開示せず、段階的開示をすること
としているが、ご指導を踏まえさらに取り扱いには注意したい。
○現在、特許の出願や維持費用はプロジェクトから ○既存の特許出願に関する費用の補助制度を活用することを含め、現
出ず、ベンチャー企業や大学が間接費から捻出し 状の把握に努めるとともに、支援の必要があれば、今後適切に検討し
なければならないため、特許の出願数には費用面 てまいりたい。
から制約がかかってしまう問題がある。
○また、本事業に大学が提案するために必要な設計 ○ご指摘を踏まえ、ＶＤＥＣの現状把握、文科省の施策との連携の可
設備は、文科省のプロジェクトであるＶＤＥＣが 能性を検討する等、今後のプロジェクトの実施に反映してまいりた
ほぼ無償で提供している状況であるがＶＤＥＣ自 い。
体も永続的に安定的なものではない。設計・試作
を提案する大学等にリソースが十分あるわけでな
いことを理解した上で、省庁横断的、総合的に政
策を考えるべきである。
○さらに本事業の費用をより効果的に用いるために ○ご指摘を踏まえ、実用化に向けた支援体制を見直す等、今後のプロ
も、企業側も本事業を積極的に支援し、成果を積 ジェクトの実施に反映してまいりたい。
極的に活用する姿勢を示すべきである

3

「情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術の開発事業」プロジェクト評価
今後の研究開発の方向等に関する提言に対する対処方針
提

言

○情報センサー・ヒューマンインターフェイスデバ
イス活用技術の目標達成に際しては、音声以外のモ
ダリティーとの協調を考える必要があるのではない
か。

対

処

方

針

○ ご指摘の通り、音声単独利用より、他モダリティー・デバイスと
の協調利用の方が有用な場面も多い。本プロジェクトは、「音声認識
基盤技術の開発」の特化したプロジェクトであったため、他モダリテ
ィーについて直接検討することはなかったが、⑥D 評価の項目におい
て、音声を有効に使いこなすための方法論について検討をしており、
そこで他デバイスとの共用のあり方についても若干ではあるが検討
している。今後、これらを一層進め、より利便性の高いインタフェー
スを実現すべきと考える。

○ヒューマンインターフェイスデバイスのための研 ○ いただいたご提言を踏まえ、本プロジェクトで開発した基盤技術
究開発の強化に加え、今後は、開発した技術の利活 の効果を高めるための施策を検討してまいりたい。
用を促進するための実証事業も実施していく段階に
あるのではないか。
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