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１．調査の背景・目的及び調査内容 
＜背景・目的＞  

• 近年の組込みシステムにおけるソフトウェア開発をとりまく現状としては、プログラム行数の増大
とそれに伴う製品開発費に占めるソフトウェア開発費割合の増加、オフショアリングによる下流工
程の業務量減少など、環境の変化にさらされている。更に、クラウドコンピューティングの普及に
よる開かれたネットワークヘのアクセスやシステムの統合化（ＩＴ融合）の促進、機能安全を始め
とする国際標準化への対応などから、リスク・ハザード分析やトレーサビリティの確保など、開発
技術や管理技術にドラスティックな変革が求められると同時に、組込み機器製造業との一層の緊密
な連携が重要となる。 
 

• 実際の組込みソフトウェアの開発現場においては、オープンソースソフトウェアの活用の定着のみ
ならず、ソフトウェア開発ツールの利活用も進展しており、知財を意識する必要性が高まっている
。また、組込みソフトウェア開発における生産性の向上のためには、設計資産の再利用が重要であ
ることも指摘されており、開発技術の標準化、知的資産化は重要な課題である。 
 

• 平成24年度に実施した「自動車、電気・電子産業等の組込みシステムに係る知財戦略研究会」事業
への参加状況や産業支援機関へのヒアリングから、中国地域の組込みシステム関連企業の知財に対
する関心は必ずしも高くなく、開発環境の変化に対する技術対応についても、不十分である状況が
うかがわれた。 
 

• 地域内外の組込みソフトウェア開発に関する現状を鑑み、組込みシステム関連企業においては、知
財に対する意識はまだまだ希薄であるものの、環境の変化を踏まえつつ、特許のみならず商標や意
匠も含めた知財の経営戦略上の位置づけや人材の在り方、育成の考え方などについて整理し、提案
していく。  

 
＜調査内容＞ 
１． 地域組込みシステム関連産業の実態把握ヒアリング調査  
２． 先進取り組み事業者及び専門家へのヒアリング  
３． 試験研究機関の情報交換会の開催  
４． 地域セミナーの開催  
５． 実施期間～平成25年7月5日～平成26年2月28日  





３．ヒアリング調査結果－１ 

 

（１）地域における組込みシステムの開発環境変化への対応と人材育成について 
  ①中国地域に共通している顕著な特徴は「組込みソフトウェア」専業の企業が非常に少ないことである。

考えられる理由としては、中国地域で開発機能を有する大企業が少ないため、階層構造による受発注
の絶対量が少ないということが挙げられる。他地域で普通に見られる二次請けのソフトウェア専業が極
めて少なく、一方で、ハードとソフトの両方の開発を行っている企業が多い。 

   
  ②高専や大学等の教育研究機関においては、人材育成に熱心で、機能安全などこれから重要度が増す

技術についての一線級の研究者がいる。 

 

  ③試験研究機関における取り組み状況としては、ソフトウェアというよりは製造業寄りであるように見える。 
 

（２）地域の組込みシステム関連産業について課題解決と発展に向けた視点を持つキーパーソ
ンの発掘状況  

   ①地域企業ヒアリングを通して、組込み技術について知悉し、高い技術力を持った企業があり、その技 
   術を支えるキーパーソンがいることがわかった。 
 
   ②試験研究機関へのヒアリングや情報交換会を通して、地域の組込みシステム関連企業への技術指導 
   や研究開発支援を行うキーパーソンがいることがわかった。 
 
   ③教育研究機関へのヒアリングを通して、産学連携や組込み人材育成について中心となって活動してい 
    るキーパーソンがいることがわかった。 
  
 
 



（３）知財に関する考え方と具体的な取り組みについて 
 
＜地域企業ヒアリング調査結果より＞ 
 知財についての企業の考え方はさまざまであるが、以下のような積極的な企業も存在する。 
   ①以前から高い関心を寄せて取得に取り組んできている。今後は新たな技術開発の成果に対しても国内の

みならず海外特許も当初から考えた知財管理を行いたい。  
   ②特許は、防衛の意味でも出願している。新アイディアが生まれた時点で特許出願する。 
   また、他社特許を侵害しないように特許調査は実施している。  

   ③知財は大事と認識しており、特許は守りとして出していたが、更に攻めの特許を出したい。 
 

＜先進事例調査及び専門家ヒアリングから得られたこと＞ 
  ①中小企業各社は一般的な話より、実例に基づいた話を聞きたいし、相談したいのが希望だ。 したがって、異

業種の１０社くらいでグループをつくり勉強会を開くのは実効が期待できる。 
  ②中小企業にとっても知財は重要であり、中小企業が有している強み、弱みを可視化して経営に活かす必要

がある。強みを可視化して、どういうものが特許でどういうものが著作権かをしっかりと理解した上で中小企
業の経営を進める事が肝要である。 

  ③知的財産権とソフトウェア技術について、現在では（１）特許権（発明）、（２）著作権（コンピュータ・プログラム
、著作物）、（３）営業秘密（財産的情報、顧客情報等）の３本柱で保護されている。 

  ④知財への投資に関し、日本全体で約１兆円使っているが、５極（日米欧中韓）以外の新興国への知財投資（
海外特許取得等）が少ない様に思う。知財戦略をもっと経営戦略の中心に位置付けて投資額を増やしていく
必要があるように思っている。 

  ⑤新たに開発した技術を特許化、オープン化して、商品とともに市場に投入することで、当該技術が海外にも
拡がり、世界標準となる事例もある。実例として、従来にない全デジタル方式のプロトコルを開発し、その特
許もオープンにして日本アマチュア無線連盟JARLに新無線機を納入し、その後、このプロトコルが世界で広
がり標準となった事例がある。 

 

３．ヒアリング調査結果－２ 





４.１ 各回の実施内容 
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第
１
回 

東京、大阪から専門家
を招き、組込みシステム
産業界の最新動向や中
小企業知財戦略のセミ
ナーを開催。 

① 講師 田丸 喜一郎 氏  独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア高信頼化センター 調
査役 

講演内容 組込みシステム産業界の最新動向から見たものづくりの今後～日本のものづくり、明日へ
の展望 

② 
 

講師 田浪 和生 氏  大阪工業大学 知的財産学部長 大学院知的財産研究科長 

講演内容 
 

良くわかる！！中小企業知財戦略のイロハ～知財戦略の課題と可能性および組込みシス
テムとの関係について～ 

第
２
回 

東京から専門家を招き、
組込みシステム産業界の
最新動向やＥＭＩのセミ
ナーを開催。合わせて地
域企業の経営者２名から
先進的な開発の取り組み
事例を知財に対する考え
方を含め紹介してもらっ
た。 

① 講師 田丸 喜一郎 氏  独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア高信頼化センター 調
査役 

講演内容 組込みシステム産業界の最新動向から見たものづくりの今後～日本のものづくり、明日へ
の展望 

② 講師 黒川 悟 氏  独立行政法人 産業技術総合研究所 計測標準研究部 電磁波計測科電
磁界標準研究室 室長式会社 

講演内容 ＥＭＩ計測用電波暗室の特性比較とＥＭＩ測定アンテナの校正法 

③ 講師 宇山 伸 氏  株式会社アドコン 代表取締役 

講演内容 開発技術者の先輩からのメッセージ～４５年の歩みを振り返って～ 

④ 講師 東 裕人 氏  株式会社アイナス   

講演内容 技術力向上と人脈づくりで実践していること～ユニークな開発事例紹介 



第
３
回 

東京、大阪、名古屋か
ら専門家を招き、組込
みシステム（自動車、
家電）に関わるセイ
ティ、セキュリティの講
演および知財管理の
講演を開催した。また、
自動車の機能安全に
ついてセッションを実
施した。 

① 講師 水野 勇介 氏  パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社 
取締役 大阪開発センター所長 

講演内
容 

組込みシステム（車載、家電等）におけるセイフティとセキュリティ 

② 
 

講師 林 茂樹 氏  大阪工業大学 知的財産学部 教授 

講演内
容 

組込みシステムの観点から見た中小ものづくり企業における知財管理とファイナンス 

③ 講師 
 

小谷田 一詞 氏 一般財団法人 日本自動車研究所（ＪＡＲＩ） ITS研究部 次長  
河野 文昭 氏  株式会社アドヴィックス 設計監査部 機能安全監査室 室長  

セッショ
ン内容 

機能安全規格ISO26262の現状について  

第
４
回 

東京から専門家を招
き、 Web技術とクラウ
ド連携、組込みシステ
ム産業界の最新動向
について知財の観点
を意識しつつセミナー
を開催。 

① 講師 芦村 和幸 氏 慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科 特任准教授 

講演内
容 

HTML5を核とするWeb技術で実現する次世代組込みクラウド連携  

② 講師 田丸 喜一郎 氏  独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア高信頼化センター 
調査役 

講演内
容 

組込みシステム産業界の最新動向から見たものづくりの今後～日本のものづくり、明
日への展望 

毎回、講演終了後に、参加者と講師も含めた「交流会」を開催した。 





４．３ 参加者のプロフィール 

＜組込みシステムとの関わり＞ 
全体的には「組込みに関する開
発以外の事業」が多く、特に松江
会場で多かった。広島会場では、
「組込みソフトウェア受託開発」が
多い。山口会場では、「組込みソ
フトウェア製品開発」が多い。山
口で「その他」が多い理由は教育
機関の教員等が多かったことに
よる。 

＜組込みシステムの事業内容＞ 
組込みシステムの事業内容は右図の
通りである。広島では「自動車関連」
が非常に多い。「その他」の内容につ
いては山口ではヘルスケア関連が多
く、広島では測定器関連が多かった。
岡山と松江では特定のものはない。 
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４．４ 知的財産権に対する関心など 

＜知財に対する今後の取組＞ 
知財について今後どの程度の
取り組みが必要かを聞いたと
ころ、左図の通り、「全社的な
意識強化」が１番、「人材育成」
が２番となっている。 

＜知的財産権に対する関心＞ 
岡山と広島では単独で「知的財産
権」をテーマとして取り扱ったので、
知財についての関心等を聞いたと
ころ、右図の通り高い関心を示し
ている。 







４．７ セミナーの開催必要性について 

＜セミナーの開催必要性と聞いてみたい技術領域＞ 
今後のセミナー開催の必要性について３択で聞いた結果が上図であ
る。７０～８０％くらいが「１年に数回あるとよい」と回答した。「１年に１
回あるとよい」が約２５％であり、「特に必要ない」は皆無である。 
また、セミナーで聞いてみたい技術領域について自由記入で聞いた結
果、共通して多いのは組込みセキュリティ、クラウドやマイコンの動向、
センサネットワーク、新しい技術動向などである。 
 地域の組込み関連企業に、知財戦略の必要性と重要性を認識し知
財マインドを醸成してもらうためには、このような技術領域の講演を併
催して訴えていくことが有効と考えられる。 



１．組込みシステムの開発環境変化への対応と知財人材育成の在り方について 
１．１ 組込みシステム開発環境変化への対応 
 ①組込みシステムが、オールインワンから「組込み×クラウド×モバイル」が有機的に繋がったシステムとなってきている。機械系や制御系を司る 
  のが組込み系で、ビッグデータを活用したデータ処理をクラウド系が司り、ヒューマンインターフェースを司るのがモバイル系で、これらが繋がり全 
  体システムを構成している。 
 ②これは、リアルタイム処理とデータ処理とヒューマンインターフェースとがそれぞれ分業し融合してシステムが構成されるということであり、特性な 
  ども異なる分野が一体とならないとシステムが作れない時代となってきた。良いパートナーと組みチームでシステムを作り上げることが今後の課 
  題になる。 
 ③一方で繋がるとセキュリティに対する脅威が発生する。最近のセキュリティ攻撃は組織的にアタックしてくるといった特徴もあり、それをどう防ぐか 
  ということも考えねばならない。 

 
１．２ 知財人材育成の在り方について 
 ①岡山と広島のセミナーで特に知財戦略を単独で取り上げたが、知財の重要性についての認識は少しずつ高まってきていると思われる。 
 ②知財について今後どの程度の取り組みが必要かを聞いたところ、「全社的な意識強化」および「人材育成」が必要との回答が多い。 
 ③組込みシステム関連企業においては、セミナー参加者以外では知財に対する意識はまだまだ希薄であると思われる。 
 ④地域内外の組込みソフトウェア開発に関する現状を鑑み、環境の変化を踏まえつつ、特許のみならず商標や意匠も含めた知財の経営戦略上の 
  位置づけや人材の在り方、育成の考え方などについて継続的に整理し、提案していくことは不可欠である。 
 ⑤わかりやすい事例紹介を含めたセミナーをはじめとする情報提供の継続が知財人材育成にとっての第一歩であり継続した取り組みが望まれる。 
 
２．中国地域における組込みシステム関連企業の現状と人材育成に向けた支援策の在り方について 
２．１ 中国地域における組込みシステム関連企業の現状 
  ①中国地域に共通している特徴は「組込みソフトウェア」専業の企業が非常に少ないことである。 
  ②中国地域で組込みシステムの開発機能を有する川下大企業が少ないため、階層構造による受発注の絶対量が少ないということが 
   考えられる。 
  ③他地域で普通に見られる二次請けのソフトウェア専業が極めて少なく、一方で、自社内でハードとソフトの両方の開発を行っている 
   企業が多い。 

 
２．２ 人材育成に向けた支援策の在り方について 
  ①地域セミナーの参加者アンケート回答や、地域企業等のヒアリング結果では、希望する組込み関連産業支援策としても「人材育成」が最も多か 
   った。 
  ②地域セミナーにおいて、今回のようなセミナーについては、「１年に数回あるとよい」及び「１年に１回あるとよい」が100％であったことから、人材 
   育成の一端を担うものとして有用であると考えられる。 
  ③経済産業省による企業立地促進法に基づいた人材育成活動等への助成を活用し、広島県域を中心に開催されている「モデルベース開発人材 
   養成研修」は毎年参加者をコンスタントに集めており、個別技術に特化した研修会等も有効であり、継続が望まれる。  
 

５ 調査結果のまとめ  


